
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年02月12日

計画の名称 １　元気で安全・安心な兵庫の道づくり（第３期）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 兵庫県,西宮市,相生市,豊岡市,加古川市,三木市,小野市,三田市,加西市,養父市,朝来市,宍粟市,たつの市,福崎町,太子町,香美町,新温泉町,明石市

計画の目標 「まもる（頻発する自然災害に対する安全・安心の確保）、「つくる（活力ある兵庫の基盤整備）」、「つかう（生活の質を高める社会基盤の再構築）」の３つの観点から、

兵庫の道路、街路、公共交通のネットワーク化や機能向上を図り、安全安心かつ快適な県民生活を実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              80,422  Ａ              80,392  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                  30 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 各地域の中心都市間や各地域内の市町間、駅やIC等の交通結節点などへの移動時間短縮率

各地域の中心都市間や各地域内の市町間、駅やIC等の交通結節点などへの移動時間短縮率 0％ 10％ 21％

移動時間の短縮率〔％〕＝（ΣＴｉ－ΣＴ’ｉ）／ΣＴｉ　　Ｔ：R2当初移動時間　Ｔ’：R1末移動時間

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム、定住自立圏に基づき実施される要素事業：備考欄に記載

1 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 改築 （国）372号　野村河高バ

イパス

バイパス　L=2.3km 加東市  ■  ■  ■  ■         355 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-002 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 改築 （国）2号　和坂拡幅 現道拡幅　L=0.9km 明石市  ■  ■  ■  ■  ■       2,382 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-003 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 改築 （国）429号　繁盛拡幅 現道拡幅　L=1.5km 宍粟市  ■  ■  ■         525 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-004 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 改築 （国）2号　平野 現道拡幅　L=1.2km 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■       2,672 1.3 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-005 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 改築 （国）372号　加西バイパ

ス第1工区

バイパス　L=1.8km 加西市  ■  ■  ■  ■  ■       1,525 1.5 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-006 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 改築 （国）175号　東勅使 現道拡幅　L=1.5km 丹波市  ■  ■  ■  ■  ■         260 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-007 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 修繕 （国）２号　幣塚橋　明

石市魚住町清水

橋梁架替　L=0.02km 明石市  ■  ■         230 未策定

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

1 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。
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ハイライト表示



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-008 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）宗佐土山線（天満

大池バイパス）　稲美町

国安～六分一

バイパス　L=0.96km 稲美町  ■  ■  ■  ■  ■       5,703 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-009 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）伊保阿弥陀線　高

砂市阿弥陀町魚橋

現道拡幅　L=0.3km 高砂市  ■  ■         100 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-010 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）宍粟香寺線　姫路

市安富町狭戸

バイパス　L=0.23km 姫路市  ■  ■  ■         150 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-011 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）高砂北条線　西井

ノ口交差点

現道拡幅　L=0.18km 加古川市  ■  ■  ■  ■         898 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-012 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）長谷市川線　神崎

郡市川町澤

バイパス　L=0.50km 市川町  ■          10 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-013 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）豊岡竹野線　豊岡

市城崎町戸島～楽々浦

バイパス　L=0.70km 豊岡市  ■  ■  ■         680 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

2 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-014 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）野上河高線　加東

市高岡

現道拡幅　L=0.4km 加東市  ■          30 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-015 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）岩野辺山崎線　宍

粟市山崎町上牧谷

現道拡幅　L=0.6km 宍粟市  ■  ■  ■  ■         388 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-016 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）国分寺白浜線　姫

路市継

交差点改良　L=0.2km 姫路市  ■  ■          80 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-017 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）岩野辺山崎線　宍

粟市山崎町中野

現道拡幅　L=0.50km 宍粟市  ■  ■  ■         118 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-018 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）福岡出合線　養父

市葛畑～小路頃

現道拡幅　L=0.2km 養父市  ■          50 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-019 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）阿万福良湊線　南

あわじ市福良甲

バイパス　L=0.3km 南あわじ市  ■  ■         200 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

3 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-020 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）小野志方線　小野

市福甸町

現道拡幅　L=0.60km 小野市  ■  ■          74 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-021 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）日高竹野線　豊岡

市日高町奈佐路

現道拡幅　L=0.7km 豊岡市  ■          35 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-022 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）赤崎久谷停車場線

　新温泉町和田

現道拡幅　L=0.4km 新温泉町  ■  ■          61 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-023 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）野島浦線　淡路市

中持 

バイパス　L=0.18km 淡路市  ■         100 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-024 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （一）岩見揖保川線　た

つの市御津町岩見

現道拡幅　L=0.11km たつの市  ■  ■          80 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-025 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 除雪 （国）178号ほか　除雪（

国道）

除雪 豊岡市、新温泉

町、香美町、養

父市、朝来市

 ■  ■  ■  ■  ■       1,296 －

4 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-026 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 除雪（

機械）

（国）178号ほか　除雪機

械（国道）

除雪機械 豊岡市、新温泉

町、香美町、養

父市、朝来市

 ■  ■  ■  ■  ■       2,032 －

A01-027 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

除雪 （主）日高竹野線ほか　

除雪（県道）

除雪 豊岡市、新温泉

町、香美町、養

父市、朝来市

 ■  ■  ■  ■  ■       1,790 －

A01-028 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

除雪（

機械）

（主）日高竹野線ほか　

除雪機械（県道）

除雪機械 豊岡市、新温泉

町、香美町、養

父市、朝来市

 ■  ■  ■  ■  ■       1,554 －

A01-029 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 修繕 （国）176号ほか　舗装修

繕（国道）

舗装修繕（国道）　L=173km 兵庫県全域（国

道）

 ■  ■  ■  ■  ■       1,091 －

A01-030 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

修繕 （主）尼崎池田線ほか　

舗装修繕（県道）

舗装修繕（県道）　L=777km 兵庫県全域（県

道）

 ■  ■  ■  ■  ■       4,909 －

5 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-031 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

改築 （主）養父宍粟線　能倉

バイパスⅡ　宍粟市一宮

町能倉

バイパス　L=1.4km 宍粟市  ■  ■  ■  ■         386 －

兵庫県強靱化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-032 街路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 S街路 改築 （都）園田西武庫線（御

園）

バイパスL=0.91km 尼崎市  ■  ■  ■  ■      19,100 －

兵庫県強靭化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-033 街路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 S街路 改築 （都）園田西武庫線（藻

川）

バイパスL=0.56km 尼崎市  ■  ■  ■  ■       3,300 －

兵庫県強靭化計画、道路の整備に関するプログラム

A01-034 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 都道府

県道

交安 （主）三木宍粟線　西治 路肩拡幅　L=1.0km 福崎町  ■  ■          72 －

道路の整備に関するプログラム

A01-035 道路 一般 兵庫県 直接 兵庫県 国道 交安 （国）175号ほか 道の駅リニューアル 県内  ■  ■         151 －

道路の整備に関するプログラム

A01-036 道路 一般 西宮市 直接 西宮市 市町村

道

新設 青葉台・花の峯連絡道路 バイパス整備　L=0.4km 西宮市  ■         391 －

6 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-037 道路 一般 相生市 直接 相生市 市町村

道

新設 那波佐方線 新設工事　L=0.3km 相生市  ■  ■  ■  ■         575 －

A01-038 道路 一般 豊岡市 直接 豊岡市 市町村

道

除雪 常盤線ほか574路線 道路除雪　L=352km 豊岡市  ■  ■  ■  ■  ■         225 －

A01-039 道路 一般 豊岡市 直接 豊岡市 市町村

道

除雪（

機械）

除雪機械購入 除雪機械購入　N=7台 豊岡市  ■  ■  ■  ■  ■         115 －

A01-040 道路 一般 加古川市 直接 加古川市 市町村

道

改築 平野神野線大野バイパス 道路改築　L=0.2km 加古川市  ■  ■  ■         205 －

A01-041 道路 一般 三木市 直接 三木市 市町村

道

改築 加佐草加野線 現道拡幅　L=1.1km 三木市  ■  ■  ■  ■         550 －

A01-042 道路 一般 三木市 直接 三木市 市町村

道

改築 岩宮大村線 現道拡幅　L=1.5km 三木市  ■  ■  ■  ■  ■       1,690 －

7 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-043 道路 一般 小野市 直接 小野市 市町村

道

新設 市道4020号線 道路新設　L=0.2km 小野市  ■  ■         110 －

A01-044 道路 一般 三田市 直接 三田市 市町村

道

改築 新三田駅前東線 駅前広場整備　L=0.2km 三田市  ■         470 －

A01-045 道路 一般 三田市 直接 三田市 市町村

道

改築 清楽寺尼子線 道路整備　L=0.5km  三田市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-046 道路 一般 加西市 直接 加西市 市町村

道

新設 鶉野飛行場線 道路新設　L=2.5km 加西市  ■  ■  ■         900 －

A01-047 道路 一般 加西市 直接 加西市 市町村

道

新設 豊倉日吉線 道路新設　L=2.1km 加西市  ■  ■  ■  ■         300 －

A01-048 道路 一般 養父市 直接 養父市 市町村

道

除雪 葛畑大久保線ほか567路線 道路除雪　L=269.4km 養父市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

8 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-049 道路 一般 養父市 直接 養父市 市町村

道

除雪（

機械）

除雪機械購入 除雪機械購入　N=3台 養父市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-050 道路 一般 養父市 直接 養父市 市町村

道

改築 小路頃鹿倉口線ほか1路線 現道拡幅　L=0.8km 養父市  ■  ■  ■         465 －

A01-051 道路 一般 朝来市 直接 朝来市 市町村

道

除雪 市道和田竹ノ内線ほか562

路線

 道路除雪　L=311.2km 朝来市  ■  ■  ■  ■  ■         135 －

A01-052 道路 一般 宍粟市 直接 宍粟市 市町村

道

除雪 飯見野尻線ほか342路線 道路除雪　L=194.5km 宍粟市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-053 道路 一般 宍粟市 直接 宍粟市 市町村

道

除雪（

機械）

除雪機械購入 除雪機械購入　N=1台 宍粟市  ■  ■  ■  ■  ■          40 －

A01-054 道路 一般 宍粟市 直接 宍粟市 市町村

道

改築 市道山田下広瀬線 道路改良　L=0.8km 宍粟市  ■  ■  ■  ■         540 －

9 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-055 道路 一般 たつの市 直接 たつの市 市町村

道

新設 竜野駅前南線ほか1路線 道路新設　L=0.5km たつの市  ■  ■  ■         964 －

A01-056 道路 一般 たつの市 直接 たつの市 市町村

道

改築 駅前原線 道路改良　L=0.2km たつの市  ■  ■  ■         210 －

A01-057 道路 一般 たつの市 直接 たつの市 市町村

道

改築 片島土師線 道路改良　L=1.6km たつの市  ■  ■  ■         796 －

A01-058 道路 一般 福崎町 直接 福崎町 市町村

道

改築 高橋山崎線 自歩道設置　L=0.42km 福崎町  ■  ■  ■  ■  ■         270 －

A01-059 道路 一般 太子町 直接 太子町 市町村

道

改築 網干線ほか1路線 バイパス整備　L=0.5km 太子町  ■  ■         609 －

A01-060 道路 一般 香美町 直接 香美町 市町村

道

除雪 余部御崎線ほか214路線 道路除雪　L=152.6km 香美町  ■  ■  ■  ■  ■         431 －

10 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-061 道路 一般 香美町 直接 香美町 市町村

道

除雪（

機械）

除雪機械購入 除雪機械購入　N=1台 香美町  ■  ■  ■         120 －

A01-062 道路 一般 新温泉町 直接 新温泉町 市町村

道

除雪 浜坂海岸線ほか387路線 道路除雪　L=135.7km 新温泉町  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-063 街路 一般 加古川市 直接 加古川市 S街路 改築 （都）中津水足線ほか１

路線

道路改築　L=1.3km 加古川市  ■  ■  ■       8,250 －

A01-064 街路 一般 加古川市 直接 加古川市 S街路 改築 （都）神吉中津線ほか３

路線

道路改築　L=1.7km 加古川市  ■  ■  ■  ■  ■       8,371 －

A01-065 道路 一般 明石市 直接 明石市 市町村

道

改築 大久保840号線（江井ヶ島

松陰新田線）ほか2路線（

鳥羽工区）

道路改良　L=0.4km 明石市  ■  ■  ■         373 －

 小計      80,392

合計      80,392

11 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

円滑化地籍整備事業 D17-001 地籍整備 一般 兵庫県 間接 洲本市 － － (D1-1)洲本市　社会資本

整備円滑化地籍整備事業

面積　0.57km2 洲本市  ■  ■  ■          30 －

基幹事業に先行して土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

 小計          30

合計          30

1 案件番号： 0000156421

（注）今後の社会情勢や交付される予算規模により、事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。



社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）
１ 元気で安全・安心な兵庫の道づくり（第３期）

令和２年度～令和６年度（５年間） 兵庫県、西宮市ほか１６市町

計画の名称

計画の期間 交付対象

A01-002 （国）2号 和坂拡幅

A01-001 （国）372号 野村河高バイパス

A01-009 （一）伊保阿弥陀線 高砂市阿弥陀町魚橋

A1-011 （主）高砂北条線 西井ノ口交差点

A01-008 （主）宗佐土山線（天満大池BP）稲美町国安～六分一

A01-010 （主）宍粟香寺線 姫路市安富町狭戸

（１／４）

A01-003 （国）429号 繁盛拡幅

A01-004 （国）2号 平野

A01-012 （一）長谷市川線 神崎郡市川町澤

A01-013
（主）豊岡竹野線

豊岡市城崎町戸島～楽々浦

A01-023 （一）野島浦線 淡路市中持

A01-031
（主）加美宍粟線 能倉バイパスⅡ

宍粟市一宮町能倉

A01-015 （一）岩野辺山崎線 宍粟市山崎町上牧谷

A1-016 （一）国分寺白浜線 姫路市継

A01-014 （一）野上河高線 加東市高岡

A01-017 （一）岩野辺山崎線 宍粟市山崎町中野

A01-019 （主）阿万福良湊線 南あわじ市福良甲

A01-021 （主）日高竹野線 豊岡市日高町奈佐路

A01-022 （一）赤崎久谷停車場線 新温泉町和田

A01-018 （一）福岡出合線 養父市葛畑～小路頃

A1-024 （一）岩見揖保川線 たつの市御津町岩見

A01-020 （主）小野志方線 小野市福甸町

A01-005 （国）372号 加西バイパス第1工区

A01-006 （国）175号 東勅使



社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

（２／４）

1-A1-028 （国）176号ほか１７路線 西宮市ほか

1-A1-029 （主）尼崎池田線ほか６７路線 尼崎市ほか

1-A1-025 （国）178号ほか 5路線 豊岡市ほか 除雪

1-A1-026 （国）178号ほか 5路線 豊岡市ほか 除雪機械

1-A1-026 （主）日高竹野線ほか 95路線 豊岡市ほか 除雪

1-A1-027 （主）日高竹野線ほか 95路線 豊岡市ほか 除雪機械

１ 元気で安全・安心な兵庫の道づくり（第３期）

令和２年度～令和６年度（５年間） 兵庫県、西宮市ほか１６市町

1-A1-035 （国）175号ほか 県内

1-A1-034 （主）三木宍粟線 福崎町西治



社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

A01-036 青葉台・花の峯連絡道路

A01-038 常盤線ほか574路線

A01-039 除雪機械購入

A01-041 加佐草加野線

A01-042 岩宮大村線

A01-045 清楽寺尼子線

A01-046 鶉野飛行場線

A01-048 葛畑大久保線ほか567路線

A01-051 市道和田竹ノ内線 ほか562路線

A01-052 飯見野尻線ほか342路線

A01-057 片島土師線

A01-058 高橋山崎線

A01-060 余部御崎線 ほか214路線

A01-062 浜坂海岸線 ほか387路線

A01-063 （都）中津水足線ほか１路線

A01-032 （都）園田西武庫線 御園
A01-033 （都）園田西武庫線 藻川

A01-037 那波佐方線

A01-049 除雪機械購入

A01-061 除雪機械購入

A01-055 竜野駅前南線ほか１路線

A01-059 網干線ほか１路線

A01-064 （都）神吉中津線ほか３路線

（３／４）

A01-044 新三田駅前東線A01-047 豊倉日吉線

A01-053 除雪機械購入

A01-040 平野神野線大野バイパス

1-A1-133 稲田中央線

A01-043 市道4020号

A01-050 小路頃鹿倉口線ほか1路線

A01-054 市道山田下広瀬線

A01-065 大久保840号線（江井ヶ島松陰新田線）ほか2路線（鳥羽工区）

A01-056 駅前原線

１ 元気で安全・安心な兵庫の道づくり（第３期）

令和２年度～令和６年度（５年間） 兵庫県、西宮市ほか１６市町



社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

1-A1-501 英賀保駅周辺地区（（都）荒川線ほか2路線）

1-A1-503 英賀保駅周辺地区（（都）棚田線）

1-A1-505 中央北地区（（都）豊川橋山手線ほか3路線）

1-A1-502 野中・砂子地区（（都）塩屋野中線ほか1路線）

1-A1-504 野中・砂子地区（（都）野中浜市線）

1-A1-506 有年地区（（都）有年駅北線ほか3路線）

1-A1-507 有年地区（（都）有年駅北線）

（４／４）

１ 元気で安全・安心な兵庫の道づくり（第３期）

令和２年度～令和６年度（５年間） 兵庫県、西宮市ほか１６市町



事前評価チェックシート
 計画の名称： １　元気で安全・安心な兵庫の道づくり（第３期）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①基本方針・上位計画等との適合等　１）基本方針と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
①基本方針・上位計画等との適合等　２）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　１）地域の課題を踏まえて目標が設定されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　２）必要性という観点から事業内容、整備箇所の位置付けが高い。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と定量的指標の整合性等　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と定量的指標の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤計画の具体性　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　１）関連する関係機関等の調整が図られている。 〇

1  案件番号：0000156421


