
兵 庫 県

道 路 局



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道2号 神戸市 大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄） 4,000

改築 国道2号 神戸市 神戸三宮駅交通ターミナル整備事業 50

改築 国道2号 神戸市～明石市 神戸西バイパス 550

改築 国道2号 明石市～高砂市 加古川バイパスリニューアル 40

改築 国道2号 高砂市～太子町 姫路バイパス 600

改築 国道2号 相生市～赤穂市 相生有年道路 2,100

改築 国道2号 尼崎市～上郡町 兵庫2号環境対策（県） 40

改築 国道9号 香美町 笠波峠除雪拡幅 1,600

改築 国道28号 洲本市 洲本バイパス 2,500

改築 国道29号 姫路市 姫路北バイパス 150

改築 国道29号 宍粟市 波賀町防災 90

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

改築 国道43号 西宮市 名神湾岸連絡線 100

改築 国道43号 尼崎市～芦屋市 兵庫43号環境整備（県） 40

改築 国道43号 神戸市 兵庫43号環境整備（市） 20

改築 国道175号 神戸市 神出バイパス 250

改築 国道175号 西脇市 西脇北バイパス 2,400

改築 国道176号 西宮市～宝塚市 名塩道路 2,250

改築 国道483号 豊岡市 豊岡道路（Ⅱ期） 150

改築 国道483号 豊岡市 豊岡道路 2,100

改築 国道483号 豊岡市 日高豊岡南道路 130



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

朝来市山東町矢名瀬地区線形改良（朝来市） 3

矢名瀬町～大垣交通安全対策（朝来市） 16

養父市八鹿町高柳岸ノ下地区歩道整備（養父市） 34

高柳～八木地区歩道整備（養父市） 79

大谷地区自歩道整備（養父市） 12

野々上・殿町地区歩道整備（香美町） 30

細田～千原地区歩道整備（新温泉町） 95

中崎地区歩道整備（明石市） 23

仮屋地区歩道整備（淡路市） 99

淡路島自転車通行空間整備（淡路市、洲本市） 30

新潮橋北詰交差点改良（洲本市） 15

269

路線名 備考

交通安全 国道9号
朝来市、養父市、
香美町、
新温泉町

兵庫9号交通安全対策

兵庫28号交通安全対策 167交通安全 国道28号
明石市、淡路市、
洲本市



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

松山～狭戸地区歩道整備（姫路市） 45

塩野～長野地区歩道整備（姫路市） 18

五十波地区歩道整備（宍粟市） 90

安積地区歩道整備（宍粟市） 18

上野地区歩道整備（宍粟市） 66

上野土井～上野鯖尻地区歩道整備（宍粟市） 18

交通安全 国道43号 芦屋市 兵庫43号交通安全対策 231 若宮歩道橋改良 231

交通安全 国道175号 丹波市 兵庫175号交通安全対策 23 稲畑地区歩道整備 23

交通安全 国道29号 姫路市、宍粟市 兵庫29号交通安全対策 255



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

垂水宮本電線共同溝 18

垂水海岸通電線共同溝 10

東舞子電線共同溝 214

芦屋電線共同溝（芦屋市） 211

東灘魚崎電線共同溝（神戸市） 190

東灘御影電線共同溝（神戸市） 5

灘大石電線共同溝（神戸市） 5

灘岩屋電線共同溝（神戸市） 5

電線共同溝 国道171号 伊丹市 兵庫171号電線共同溝 5 伊丹寺本電線共同溝 5

電線共同溝 国道176号 西宮市 兵庫176号電線共同溝 120 西宮名塩電線共同溝 120

電線共同溝

備考

電線共同溝

国道43号 芦屋市、神戸市 兵庫43号電線共同溝 416

路線名

国道2号 神戸市 兵庫2号電線共同溝 242



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道178号 新温泉町 浜坂道路Ⅱ期 2,328 鳥取豊岡宮津自動車道

改築 国道178号 豊岡市 竹野道路 40 鳥取豊岡宮津自動車道

改築 （主） 加古川小野線
加古川市、三木
市、小野市

東播磨道北工区 6,000 東播磨南北道路

改築 国道429号 丹波市 榎峠バイパス 48

改築 （市） 加佐草加野線 三木市 (仮称)三木スマートICアクセス 136

改築 国道428号 神戸市 箕谷北 270

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道179号 佐用町 佐用 3

土砂災害対策 国道250号
たつの市、相生
市、赤穂市

御津町室津地区、相生市相生～赤
穂市高野

46

土砂災害対策 国道373号 上郡町、佐用町 大枝、大酒 68

土砂災害対策 国道428号 神戸市 淡河町 100

土砂災害対策 国道429号
宍粟市、丹波市、
朝来市

一宮町井内、青垣町大名草、佐嚢 146

土砂災害対策 国道482号 香美町 小代区秋岡 110

土砂災害対策 (主) 香住村岡線 香美町 村岡区高津 10

土砂災害対策 (主) 養父宍粟線 宍粟市 一宮町安積 18

土砂災害対策 (主) 加美宍粟線 宍粟市、神河町 一宮町東河内、上小田 4

土砂災害対策 (主) 神戸三田線 神戸市 平野町 10

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (主) 神戸明石線 神戸市 西須磨 85

土砂災害対策 (主) 神戸三木線 神戸市 伊川谷町 50

土砂災害対策 (主) 三木宍粟線 姫路市 夢前町前之庄 15

土砂災害対策 (主) 宍粟新宮線 たつの市 新宮町香山 20

土砂災害対策 (主) 上郡末広線 上郡町 尾長谷 5

土砂災害対策 (主) 三木三田線 三木市 志染町戸田 60

土砂災害対策 (主) 洲本五色線 洲本市 五色町鮎原南谷 2

土砂災害対策 (主) 大屋波賀線 宍粟市 波賀町道谷 10

土砂災害対策 (主) 宝塚唐櫃線 神戸市 有馬町 92

土砂災害対策 (主) 宍粟下徳久線 宍粟市、佐用町 山崎町青木、下徳久 3

土砂災害対策 (主) 姫路神河線 姫路市 夢前町山之内 16



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (主) 若桜下三河線 佐用町、宍粟市 船越、千種町西河内 16

土砂災害対策 (主) 洲本灘賀集線 洲本市 畑田組 57

土砂災害対策 (主) 神戸加東線 三木市 志染町三津田 5

土砂災害対策 (主) 一宮生野線 神河町 長谷 5

土砂災害対策 (一) 久美浜気比線 豊岡市 田結 1

土砂災害対策 (一) 洲本松帆線 南あわじ市 広田広田 7

土砂災害対策 (一) 居組港居組停車場線 新温泉町 居組 30

土砂災害対策 (一) 浅野山東線 朝来市 和田山町三波 10

土砂災害対策 (一) 上村養父停車場線 養父市 養父市場 8

土砂災害対策 (一) 山田新温泉線 新温泉町 藤尾 1

土砂災害対策 (一) 山田日高線 香美町 村岡区山田 5



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 岸田諸寄線 新温泉町 内山 3

土砂災害対策 (一) 川会入江線 香美町 村岡区川会 1

土砂災害対策 (一) 日影養父線 香美町 村岡区日影 10

土砂災害対策 (一) 本郷東浜谷線 丹波篠山市 本郷 80

土砂災害対策 (一) 吉永下徳久線 佐用町 西新宿 2

土砂災害対策 (一) 大江島太子線 姫路市 勝原区山戸 20

土砂災害対策 (一) 上三河平福線 佐用町 平福 10

土砂災害対策 (一) 妻鹿花田線 姫路市 四郷町東阿保 2

土砂災害対策 (一) 久斗山今岡線 新温泉町 熊谷 2

土砂災害対策 (一) 熊谷味取線 新温泉町 伊角 5

土砂災害対策 (一) 後山上石井線 佐用町 上石井 1



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 岩野辺山崎線 宍粟市 山崎町上牧谷 166

土砂災害対策 (一) 市野々西野々線 丹波篠山市 市野々 15

土砂災害対策 (一) 若桜湯村温泉線 新温泉町 岸田 38

土砂災害対策 (一) 東河内安富線 姫路市 安富町関 6

土砂災害対策 (一) 耀山日高線 豊岡市 日高町羽尻 10



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 兵庫県 兵庫県無電柱化推進計画事業 1,641

(国)427号線(下戸田～上野)　〔西脇市〕、(主)洲本五色線(五
色町鮎原吉田)〔洲本市〕、(主)三木三田線(志染町窟屋～三
津田)〔三木市〕、(主)日高竹野線(竹野町轟)〔豊岡市〕、(主)
三田後川上線(大原～志手原)〔三田市〕、(主)芦屋停車場線
(上宮川)〔芦屋市〕、(一)物部藪崎線(和田山町竹田)〔朝来
市〕、(国)2号線(立石1丁目～和坂)〔明石市〕、(国)2号線(坂
元～平野)〔加古川市〕、(一)生瀬門戸荘線(小林～大吹町)
〔宝塚市〕、(主)宗佐土山線（国安～六部一）〔稲美町〕、(一)
姫路停車場線(神屋町～朝日町)〔姫路市〕、(都)塚口長尾線
(昆陽南)〔伊丹市〕、(都)呉服橋本通り線(寺畑)〔川西市〕、
(都)浜坂駅港湾線(駅前)〔新温泉町〕、(都)本竜野富永線(富
永工区)〔たつの市〕、(都)尾上小野線(安田工区)〔加古川
市〕、(都)国道２号線(寺家町工区)〔加古川市〕

無電柱化推進計画事業 神戸市 神戸市無電柱化推進計画事業 780

(一)東灘芦屋線(深江南)、(市)長田楠日尾線(福原)、(市)長
田楠日尾線（六甲）、(市)長田楠日尾線（熊内）、(市)長田楠
日尾線（楠町）、(市)西出高松前池線（南駒栄）、(市)長田楠
日尾線（下沢通）、(都)山手幹線(本山) 、(都)山手幹線(灘)



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

無電柱化推進計画事業 姫路市 姫路市無電柱化推進計画事業 410
(市)幹第43号線(広畑区正門通三丁目～四丁目)、(都)内環
状東線(北工区) 、(都)内環状東線(南工区) 、(都)城北線、
(都)城北線(西工区) 、(都)亀山線

無電柱化推進計画事業 芦屋市 芦屋市無電柱化推進計画事業 212
(市)216号線（浜芦屋町～松浜町）、(市)217号線（平田町）、
(市)312号線（平田町～松浜町）

無電柱化推進計画事業 伊丹市 伊丹市無電柱化推進計画事業 5
(市)宮ノ前4085号線（宮ノ前3丁目～中央3丁目）、(市)中央
6003号線（中央3丁目）、(市)中央6004号線（中央3丁目）



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 加東市 社中学校地区 兵庫県 200

交通安全対策（地区内連携） 市川町 瀬加小学校地区 兵庫県 171



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 明石市 南畑踏切道 明石市 493

踏切道改良計画事業 西宮市 水道路踏切道 西宮市 439



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 阪神電鉄本線 神戸市 住吉駅東方～芦屋市境 400

連続立体交差 ＪＲ山陽本線 加古川市 東加古川駅付近 230 着工準備

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 兵庫県 橋梁長寿命化修繕計画 7,282 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 兵庫県 トンネル長寿命化修繕計画 40 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 兵庫県 道路附属物等長寿命化修繕計画 699 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神戸市 橋梁長寿命化修繕計画 1,404 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神戸市 トンネル長寿命化修繕計画 494 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神戸市 道路附属物等長寿命化修繕計画 118 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 姫路市 橋梁長寿命化修繕計画 404 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 姫路市 道路附属物等長寿命化修繕計画 107 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 尼崎市 橋梁長寿命化修繕計画 342 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 尼崎市 道路附属物等長寿命化修繕計画 61 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 明石市 橋梁長寿命化修繕計画 229 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 明石市 道路附属物等長寿命化修繕計画 40 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 西宮市 橋梁長寿命化修繕計画 429 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西宮市 道路附属物等長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 洲本市 橋梁長寿命化修繕計画 130 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 芦屋市 橋梁長寿命化修繕計画 129 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 芦屋市 道路附属物等長寿命化修繕計画 15 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 相生市 橋梁長寿命化修繕計画 52 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 相生市 トンネル長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 豊岡市 橋梁長寿命化修繕計画 355 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 豊岡市 道路附属物等長寿命化修繕計画 153 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 加古川市 橋梁長寿命化修繕計画 84 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 加古川市 道路附属物等長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 赤穂市 橋梁長寿命化修繕計画 62 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西脇市 橋梁長寿命化修繕計画 45 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 西脇市 道路附属物等長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宝塚市 橋梁長寿命化修繕計画 362 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宝塚市 道路附属物等長寿命化修繕計画 39 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三木市 橋梁長寿命化修繕計画 67 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高砂市 橋梁長寿命化修繕計画 191 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川西市 橋梁長寿命化修繕計画 895 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小野市 橋梁長寿命化修繕計画 57 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三田市 橋梁長寿命化修繕計画 304 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 加西市 橋梁長寿命化修繕計画 36 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 丹波篠山市 橋梁長寿命化修繕計画 98 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 養父市 橋梁長寿命化修繕計画 247 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 丹波市 橋梁長寿命化修繕計画 225 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南あわじ市 橋梁長寿命化修繕計画 95 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 朝来市 橋梁長寿命化修繕計画 103 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 淡路市 橋梁長寿命化修繕計画 435 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宍粟市 橋梁長寿命化修繕計画 186 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 加東市 橋梁長寿命化修繕計画 251 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 たつの市 橋梁長寿命化修繕計画 205 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 猪名川町 橋梁長寿命化修繕計画 37 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 多可町 橋梁長寿命化修繕計画 45 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 稲美町 橋梁長寿命化修繕計画 42 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 播磨町 橋梁長寿命化修繕計画 18 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 市川町 橋梁長寿命化修繕計画 91 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福崎町 橋梁長寿命化修繕計画 72 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福崎町 道路附属物等長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神河町 橋梁長寿命化修繕計画 117 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 神河町 トンネル長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 太子町 橋梁長寿命化修繕計画 67 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 上郡町 橋梁長寿命化修繕計画 40 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐用町 橋梁長寿命化修繕計画 172 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 香美町 橋梁長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新温泉町 橋梁長寿命化修繕計画 159 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

兵庫県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

兵庫県橋梁長寿命化修繕計画

兵庫県 川西市 多田停車場多田院線 塩川橋 橋梁 更新

兵庫県 尼崎市 尼崎池田線 鳥洲橋（上り線） 橋梁 修繕

兵庫県 西宮市 明石神戸宝塚線 翠映橋 橋梁 修繕

兵庫県 西宮市 明石神戸宝塚線 甲山大橋 橋梁 修繕

兵庫県 西宮市 宝塚唐櫃線 蓬莱橋 橋梁 修繕

兵庫県 西宮市 甲子園尼崎線 鳴尾跨線橋 橋梁 修繕

兵庫県 西宮市 西宮豊中線 無名橋3 橋梁 修繕

兵庫県 尼崎市 西宮豊中線 無名橋6 橋梁 修繕

兵庫県 小野市 加古川小野線 垂井橋側道橋 橋梁 修繕

兵庫県 三木市 三木三田線 長早橋 橋梁 修繕

兵庫県 加西市 高砂加古川加西線 原橋 橋梁 修繕

兵庫県 小野市 小野香寺線 左岸高架橋 橋梁 修繕

兵庫県 三木市 平野三木線 窟屋大橋 橋梁 修繕

兵庫県 加東市 市場多井田線 八幡橋 橋梁 修繕

兵庫県 小野市 大門小田線 北山西橋 橋梁 修繕

兵庫県 三木市 三木環状線 長治橋 橋梁 修繕

兵庫県 西脇市 上鴨川西脇線 鹿野大橋 橋梁 修繕

兵庫県 明石市 2号 林崎橋 橋梁 修繕

兵庫県 加古川市 250号 加古川ループ橋(下り線) 橋梁 修繕

兵庫県 加古川市 250号 加古川ループ橋(上り線) 橋梁 修繕

兵庫県 明石市 江井ヶ島大久保停車場線 西島橋 橋梁 修繕

兵庫県 高砂市 伊保宝殿停車場線 伊保陸橋 橋梁 修繕

兵庫県 高砂市 姫路明石自転車道線 第2天川橋 橋梁 修繕

兵庫県 高砂市 曽根阿弥陀線 庵ノ下橋(本線) 橋梁 修繕

兵庫県 加古川市 明石高砂線 相生橋(旧橋) 橋梁 修繕

兵庫県 加古川市 明石高砂線 相生橋陸道橋 橋梁 修繕

兵庫県 高砂市 明石高砂線 伊保2号橋 橋梁 修繕

兵庫県 高砂市 2号 宝殿橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 250号 思案橋(下り線) 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 250号 思案橋(上り線) 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 372号 竹ノ門橋 橋梁 修繕

兵庫県 神河町 加美宍粟線 山田橋 橋梁 修繕

兵庫県 神河町 加美宍粟線 南小田橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 三木宍粟線 莇野橋 橋梁 修繕

兵庫県 神河町 一宮生野線 万歳橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 姫路神河線 糸田橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 宍粟香寺線 荒木橋 橋梁 修繕

兵庫県 市川町 鶴居停車場線 屋形橋 橋梁 修繕

兵庫県 市川町 甘地停車場線 役場前二号橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 白浜姫路停車場線 阿保橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 白浜姫路停車場線 阿保橋側道橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

兵庫県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

兵庫県 姫路市 山之内莇野姫路線 河内橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 和久今宿線 岡田陸橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 東河内安富線 新大河橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 上伊勢誉田線 新町橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 英賀保停車場線 歌野橋 橋梁 修繕

兵庫県 たつの市 250号 新元川橋 橋梁 修繕

兵庫県 たつの市 250号 大浦東橋 橋梁 修繕

兵庫県 たつの市 宇原新宮線 新香橋 橋梁 修繕

兵庫県 たつの市 上笹千本停車場線 香島橋 橋梁 修繕

兵庫県 たつの市 上笹千本停車場線 篠首橋 橋梁 修繕

兵庫県 たつの市 上笹千本停車場線 太垣内橋 橋梁 修繕

兵庫県 たつの市 姫路新宮線 觜崎橋 橋梁 修繕

兵庫県 宍粟市 養父宍粟線 三谷橋 橋梁 修繕

兵庫県 宍粟市 宍粟下徳久線 湯塚橋 橋梁 修繕

兵庫県 宍粟市 道谷三方線 二号橋 橋梁 修繕

兵庫県 宍粟市 田井中広瀬線 宍粟橋 橋梁 修繕

兵庫県 宍粟市 上ノ波賀線 大国橋 橋梁 修繕

兵庫県 佐用町 373号 上月橋 橋梁 修繕

兵庫県 佐用町 宍粟下徳久線 西下野小橋 橋梁 修繕

兵庫県 佐用町 若桜下三河線 大橋 橋梁 修繕

兵庫県 赤穂市 赤穂佐伯線 長谷川橋 橋梁 修繕

兵庫県 相生市 たつの相生線 相生橋 橋梁 修繕

兵庫県 佐用町 千種新宮線 雲梅橋 橋梁 修繕

兵庫県 佐用町 吉永下徳久線 マバタケ橋 橋梁 修繕

兵庫県 相生市 多賀相生線 上土井橋 橋梁 修繕

兵庫県 佐用町 179号 無名橋（智頭急行交差西） 橋梁 修繕

兵庫県 宍粟市 養父宍粟線 下垣内橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 312号 八王寺橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 312号 新盛明橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 427号 無名2号橋 橋梁 修繕

兵庫県 養父市 宮津養父線 浅間橋 橋梁 修繕

兵庫県 養父市 宮津養父線 上小田橋 橋梁 修繕

兵庫県 養父市 宮津養父線 千石橋 橋梁 修繕

兵庫県 養父市 養父宍粟線 大左近橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 朝来出石線 糸井橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 一宮生野線 大前橋 橋梁 修繕

兵庫県 養父市 関宮小代線 出合橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 物部藪崎線 有名橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 物部藪崎線 新馬背場橋 橋梁 修繕

兵庫県 養父市 朝倉養父停車場線 軽部橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 金浦和田山線 柳原橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 岡田林垣線 更杵橋 橋梁 修繕

兵庫県 朝来市 檜倉山東線 木戸岩橋 橋梁 更新
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兵庫県 朝来市 一宮生野線 栃原1号橋1 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 178号 亀ヶ崎橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 178号 森本高架橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 312号 水上橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 426号 円山大橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 426号 日の出橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 日高竹野線 梅田橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 宮津養父線 高来橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 豊岡竹野線 城崎大橋 橋梁 更新

兵庫県 豊岡市 朝来出石線 寺内橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 香美久美浜線 竹野大橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 久美浜気比線 堂敷橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 辻福田線 岩井橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 香住大谷線 香住橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 府市場伏線 天神橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 藤井上石線 曲橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 佐々木小谷線 大川橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 十戸養父線 荒川橋 橋梁 修繕

兵庫県 豊岡市 口小野庄境線 村中橋 橋梁 修繕

兵庫県 香美町 178号 矢田橋 橋梁 更新

兵庫県 香美町 482号 一ノ瀬橋 橋梁 修繕

兵庫県 香美町 482号 出合橋 橋梁 修繕

兵庫県 新温泉町 若桜湯村温泉線 肘田橋 橋梁 修繕

兵庫県 新温泉町 若桜湯村温泉線 岸田橋 橋梁 修繕

兵庫県 香美町 山田日高線 宮橋 橋梁 修繕

兵庫県 香美町 山田日高線 清水橋 橋梁 修繕

兵庫県 新温泉町 三尾浜坂線 中谷橋 橋梁 修繕

兵庫県 香美町 日影養父線 妙見橋 橋梁 修繕

兵庫県 香美町 茅野福岡線 梵字橋 橋梁 修繕

兵庫県 新温泉町 久斗山今岡線 西谷橋 橋梁 修繕

兵庫県 新温泉町 久斗山今岡線 金屋橋 橋梁 修繕

兵庫県 香美町 村岡小代線 無名桟橋2 橋梁 修繕

兵庫県 香美町 村岡小代線 無名桟橋3 橋梁 修繕

兵庫県 篠山市 173号 大芋橋 橋梁 修繕

兵庫県 丹波市 175号 新上田橋 橋梁 修繕

兵庫県 篠山市 372号 船瀬橋(三田行き) 橋梁 修繕

兵庫県 篠山市 篠山山南線 岡屋3号橋 橋梁 修繕

兵庫県 篠山市 丹南篠山口インター線 中野橋 橋梁 修繕

兵庫県 丹波市 沼市島線 船戸橋 橋梁 修繕

兵庫県 丹波市 稲畑柏原線 西河原橋 橋梁 修繕

兵庫県 丹波市 岩崎市島線 前木戸橋 橋梁 修繕

兵庫県 南あわじ市 阿万福良湊線 北川橋 橋梁 修繕

兵庫県 南あわじ市 阿万福良湊線 桜谷橋 橋梁 修繕
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兵庫県 淡路市 福良江井岩屋線 新郡家橋 橋梁 修繕

兵庫県 淡路市 福良江井岩屋線 富島橋 橋梁 修繕

兵庫県 南あわじ市 阿万港線 古川橋 橋梁 修繕

兵庫県 三田市 176号 跨線橋 橋梁 修繕

兵庫県 三田市 テクノパーク三田線 あじさい橋 橋梁 修繕

兵庫県 伊丹市 176号 天神高架橋(三田行) 橋梁 修繕

兵庫県 川西市 176号 久代高架橋(大阪行） 橋梁 修繕

兵庫県 川西市 176号 久代高架橋(三田行) 橋梁 修繕

兵庫県 宝塚市 明石神戸宝塚線 宝塚大橋 橋梁 修繕

兵庫県 宝塚市 塩瀬宝塚線 赤田橋 橋梁 修繕

兵庫県 養父市 312号 和奈美橋 橋梁 修繕

兵庫県 相生市 たつの相生線 普光沢橋 橋梁 修繕

兵庫県 小野市 三木宍粟線 市場跨線橋 橋梁 修繕

兵庫県 宍粟市 429号 喜多川橋 橋梁 修繕

兵庫県 姫路市 250号 永世橋 橋梁 修繕

兵庫県 洲本市 県道洲本灘賀集線 無名橋１－２ 橋梁 修繕

兵庫県トンネル長寿命化修繕計画

兵庫県 姫路市 県道宍粟香寺線 相坂トンネル トンネル 修繕

兵庫県 相生市 県道相生壷根公園線 日の浦トンネル トンネル 修繕

兵庫県 篠山市 県道川西篠山線 城東トンネル トンネル 修繕

兵庫県 篠山市 国道173号 板坂トンネル トンネル 修繕

兵庫県道路附属物等長寿命化修繕計画

兵庫県 尼崎市 西宮豊中線 東富松歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 尼崎市 米谷昆陽尼崎線 芦原歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 尼崎市 尼崎宝塚線 守部歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 西宮市 西宮港線 浜脇歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 西宮市 西宮豊中線 神祇官歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 尼崎市 尼崎宝塚線 西大島歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 尼崎市 尼崎港崇徳院線 大島南歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 明石市 2号 大久保歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 明石市 250号 藤が丘歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 明石市 250号 西岡歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 加古川市 250号 稲屋歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 明石市 明石高砂線 大観歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 明石市 明石高砂線 谷八木歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 2号 天川歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 2号 別所歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 2号 神子岡歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 250号 大塩歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 250号 八家歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 250号 白浜歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 250号 妻鹿歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 250号 大津勘兵衛歩道橋 道路附属物等 修繕
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兵庫県 姫路市 姫路神河線 安室歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 姫路市 姫路環状線 白国歩道橋 道路附属物等 修繕

兵庫県 高砂市 国道2号 道路標識 道路附属物等 修繕

兵庫県 高砂市 国道250号 道路標識 道路附属物等 修繕

兵庫県 赤穂市 国道250号 道路標識 道路附属物等 修繕

兵庫県 上郡町 県道上郡末広線 道路標識 道路附属物等 修繕

兵庫県 上郡町 県道上郡末広線 道路標識 道路附属物等 修繕

兵庫県 上郡町 県道相生宍粟線 道路標識 道路附属物等 修繕

兵庫県 上郡町 県道相生宍粟線 道路標識 道路附属物等 修繕

兵庫県 豊岡市 178号 スノーシェッド（河梨トンネル） 道路附属物等 修繕

兵庫県 豊岡市 宮津養父線 スノーシェッド 道路附属物等 修繕

神戸市橋梁長寿命化修繕計画

神戸市 神戸市 市道電鉄南線 大日 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 本山村合併１６８号線 新落合 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 県道神戸三田線 第三平野 橋梁 更新

神戸市 神戸市 神戸三田線 第一平野 橋梁 更新

神戸市 神戸市 青葉台１号線 大滝 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 原野北道線 中曾根 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 神戸箕谷線 福仙 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 松が枝町１号線 箕谷大 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 洞川線 仙人 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 旧県道神戸三田線 翠 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 幸陽町１号線 幸陽 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 山ノ街箕谷線（独専） 無名(2651) 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 有野町合併第231号線 五社 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 有野里400号線 東谷 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 有馬墓地線 石倉 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 本温泉鼓ヶ滝線 有明 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 道場村第79号線 東山 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 市道行原第15号線 前田 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 鉄拐４号線 須磨浦公園 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 東落合1号線 南白川 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 神戸明石線 山畑 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 横尾幹線 青山 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 高丸商大 西高丸 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 平野舞子停車場線 神明大 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 大津和今寺線 寺山 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 大津和16号線 今寺 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 水呑木津線 清水垣内跨道 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 大久保稲美加古川線 大久保 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 新交通六甲島線 住吉川第２高架橋 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 新交通六甲島線 住吉川第4高架橋 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 新交通六甲島線 国道43号線架道橋 橋梁 修繕
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神戸市 神戸市 新交通六甲島線 住吉高架橋（下り） 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 新交通六甲島線 住吉高架橋（上り） 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 新交通六甲島線 住吉高架橋（上下線） 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 港島１号線 神戸港駅高架橋 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 港島１号線 第４突堤高架橋(上下線） 橋梁 修繕

神戸市 神戸市 港島１号線 浜手バイパス架道橋 橋梁 修繕

神戸市 神戸市中央区 葺合里８３号線 観瀑 橋梁 修繕

神戸市トンネル長寿命化修繕計画

神戸市 神戸市 国道428号 小部トンネル トンネル 修繕

神戸市 神戸市 市道長田箕谷線 岩山東トンネル トンネル 修繕

神戸市 神戸市 県道神戸明石線 下畑トンネル トンネル 修繕

神戸市 神戸市 市道中野線 中野トンネル トンネル 修繕

神戸市 神戸市 市道白川伊川谷線 神の谷（上り）トンネル トンネル 修繕

神戸市 神戸市 市道白川伊川谷線 神の谷（下り）トンネル トンネル 修繕

神戸市道路附属物等長寿命化修繕計画

神戸市 神戸市 国道28号 御蔵歩道橋 道路附属物等 修繕

神戸市 神戸市 西神中央線 西神中央駅前南歩道橋 道路附属物等 修繕

神戸市 神戸市 第二神明高速道路 明舞歩道橋 道路附属物等 修繕

姫路市橋梁長寿命化修繕計画

姫路市 姫路市 城陽１号線 城陽１号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 飾磨１０９号線 地蔵川橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第５号線 天神橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第２２号線 水尾橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第２２号線 幹第２２号３号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第２２号線 幹第２２号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第７号線 幹第７号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第４４号線 幹第４４号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第３４号線 今在家西大橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第３６号線 天満橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第６号線 幹第６号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第３９号線 汐入橋側道橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第１２号線 入船橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第３８号線 幹第３８号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第５１号線 幹第５１号４号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第６２号線 幹第６２号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第３４号線 幹第３４号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 幹第７１号線 中野田橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 水上２４号線 西中島橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 高岡46号線 神子岡橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 曽左１１４号線 曽左１１４号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 曽左１９５号線 曽左１９５号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白鳥２５５号線 白鳥２５５号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白鳥２１０号線 白鳥２１０号１号橋 橋梁 修繕
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姫路市 姫路市 白鳥３４号線 白鳥３４号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白鳥３１号線 白鳥３１号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白鳥５９号線 白鳥５９号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白鳥５８号線 白鳥５８号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白鳥82号線 宮前橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白鳥１号線 白鳥１号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 手柄１０号線 手柄１０号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白浜１４９号線 八束橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白浜２号線 恵美酒橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 英賀２９３号線 英賀２９３号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 英賀２９４号線 英賀２９４号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 英賀２９５号線 英賀２９５号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 八幡110号線 新蒲田橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 八幡194号線 八幡１９４号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 網干３３号線 網干川歩道橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 網干225号線 新両浜橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 旭陽４９号線 旭陽４９号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 旭陽６９号線 旭陽６９号２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 旭陽６９号線 旭陽６９号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 船津２号線 船津２号３号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 山田６８号線 山田６８号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 豊富１００号線 豊富１００号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 豊富７５号線 豊富７５号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 豊富４６号線 豊富４６号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 谷内１号線 小原新橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 谷内４６号線 新谷橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 別所７２号線 別所７２号４号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 別所７２号線 別所７２号８号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 別所７２号線 別所７２号９号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 的形６２号線 的形６２号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 伊勢２号線 西中橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 伊勢２３号線 伊勢２３号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 伊勢５号線 伊勢５号１号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 伊勢９号線 長林橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 白浜１５３号線 昭和橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 家島６５号線 家島６５号線２号橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 中寺５９号線 昭和橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 中寺４０号線 前田橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 香呂６８号線 天神橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 香呂６５号線 広瀬橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 香呂２１６号線 山の口橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 香呂１４１号線 金井橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 香呂２２８号線 中道橋 橋梁 修繕
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姫路市 姫路市 香呂２５５号線 竹ノ垣内橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 香呂２６４号線 南條橋 橋梁 修繕

姫路市 姫路市 安富１２１号線 安志稲荷橋 橋梁 修繕

姫路市道路附属物等長寿命化修繕計画

姫路市 姫路市 幹68号線 幹第６８号線ＪＲアンダー 道路附属物等 修繕

姫路市 姫路市 別所86号線 別所８６号線ＪＲアンダー 道路附属物等 修繕

姫路市 姫路市 市道白鳥311号線 桜山公園歩道橋 道路附属物等 修繕

尼崎市橋梁長寿命化修繕計画

尼崎市 尼崎市 市道第222号線 蓬川橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 市道第91号線 戎橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 大黒橋線 新大黒橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 小園区画第106号線 第58号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 南豊池橋線 南豊池橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 耕1号の1耕2区線 第231号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 水堂第６号栗山水堂線の１ 生嶋橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 南清水19号稲荷線 第607号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 市道第241号線 第615号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 口田中3号宮川田線 新口田中橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 小園区画第195号線 第729号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 小園区画第61号線 第739号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 市道第226号線 藻川橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 市道第518号線 第761号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 市道第518号線 第762号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 西川線 神崎橋取付道路橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 常松第3号線 第8719号橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 市道第226号線 戸ノ内高架橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 山手幹線 山手大橋取付橋梁 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 道意線 立花陸橋北側歩道橋 橋梁 修繕

尼崎市 尼崎市 道意線 立花陸橋南側歩道橋 橋梁 修繕

尼崎市道路附属物等長寿命化修繕計画

尼崎市 尼崎市 食満庄内線 園和北歩道橋 道路附属物等 修繕

尼崎市 尼崎市 山手幹線 立花中歩道橋 道路附属物等 修繕

尼崎市 尼崎市 浜神埼線 西川歩道橋 道路附属物等 修繕

明石市橋梁長寿命化修繕計画

明石市 明石市 市道魚住210号線 魚住陸橋 橋梁 修繕

明石市 明石市 市道明石中央36号線 錦江橋 橋梁 修繕

明石市 明石市 市道大久保145号線 戌亥谷橋 橋梁 修繕

明石市 明石市 市道魚住210号線 魚住陸橋側道橋 橋梁 修繕

明石市 明石市 市道明石中央53号線 明石中央53号橋 橋梁 修繕

明石市 明石市 市道藤江18号線 川添橋 橋梁 修繕

明石市道路附属物等長寿命化修繕計画

明石市 明石市 市道大久保149号線 高丘中央歩道橋 道路附属物等 修繕

西宮市橋梁長寿命化修繕計画
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西宮市 西宮市 鳴69号線 渡瀬橋 橋梁 更新

西宮市 西宮市 鳴367号線 72号橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 瓦10号線 227号橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 瓦95号線 316号橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 瓦87号線 322号橋 橋梁 更新

西宮市 西宮市 瓦209号線 353号橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 西1027号線 三軒家橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 西448号線 森之下橋 橋梁 更新

西宮市 西宮市 瓦218号線 420号橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 塩12号線 576号橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 幹7号線 中津浜跨線橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 甲444号線 鶴の橋 橋梁 修繕

西宮市 西宮市 山77号線 通天橋 橋梁 更新

西宮市 西宮市 塩153号線 名塩新橋 橋梁 修繕

西宮市道路附属物等長寿命化修繕計画

西宮市 西宮市 幹26号線 羽衣町歩道橋 道路附属物等 修繕

洲本市橋梁長寿命化修繕計画

洲本市 洲本市 市道曲田線 庚申橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道大年線 宮下橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道宇原池内線 池ノ内橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道竹原洲本線 荒田橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道竹原洲本線 栗木橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道曲田線 曲田一号橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道石ヶ谷線 石ヶ谷橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道猪籠線 猪籠一号橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道元国道線 神代橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道背後打越線 背後打越一号橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道宇原空地線 宇原空地一号橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道二ノ瀬線 二ノ瀬二号橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道砥石場線 砥石場橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道葛尾吉田線 普光寺橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道実盛線 実盛線1号橋 橋梁 修繕

洲本市 洲本市 市道紺原山手線 紺原山手線1号橋 橋梁 修繕

芦屋市橋梁長寿命化修繕計画

芦屋市 芦屋市 市道700号線 奥池橋 橋梁 修繕

芦屋市 芦屋市 市道748-1号線 奥山橋 橋梁 修繕

芦屋市 芦屋市 市道722号線 赤池橋 橋梁 修繕

芦屋市 芦屋市 市道506号線 朝日ヶ丘第6橋 橋梁 修繕

芦屋市 芦屋市 市道521号線 山麓第2橋 橋梁 修繕

芦屋市 芦屋市 市道143号線 八十塚橋 橋梁 修繕

芦屋市 芦屋市 市道338-1号線 宮塚橋 橋梁 修繕

芦屋市 芦屋市 宮川南芦屋浜線 汐見橋 橋梁 修繕

芦屋市 芦屋市 打出浜線 浜風大橋 橋梁 修繕
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芦屋市道路附属物等長寿命化修繕計画

芦屋市 芦屋市 芦屋浜1号線 若潮歩道橋 道路附属物等 修繕

芦屋市 芦屋市 市道216号線 阪神芦屋駅南歩道橋 道路附属物等 修繕

芦屋市 芦屋市 市道502号線 朝日ヶ丘陸橋 道路附属物等 修繕

相生市橋梁長寿命化修繕計画

相生市 相生市 真広１号線 森サ橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 下田１号橋 下河原橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 下土井18号線 下土井中郷下橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 川尻新田線 中央橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 瓜生上線 井上橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 森４号線 大井橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 山下線 山下橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 駅東線 鮎帰橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 龍泉町6号線 龍泉町２号橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 古池5号線 古池二丁目３号橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 那波野4号線 高芝橋 橋梁 修繕

相生市 相生市 鰯浜6号線 鰯浜１号橋 橋梁 修繕

相生市トンネル長寿命化修繕計画

相生市 相生市 市道相生野瀬線 遠見山トンネル トンネル 修繕

豊岡市橋梁長寿命化修繕計画

豊岡市 豊岡市 市道栃江宮井線 栃江橋 橋梁 更新

豊岡市 豊岡市 市道十戸石井線 中ノ瀬橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道伊府佐田観音寺線 高橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道広井田ノ口栃本線 大谷口2号橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道草飼松本線 松本橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道奥須井区内線第５号 八坂宮橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道坊岡本見塚線 正新橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道岩井村中線 河谷橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道畑上池黒線 池黒中橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道山田スキｰ場線 若みや橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道金剛寺畑上線 金剛寺奥橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道太田古池笹尾線 万仲橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道揚枝谷線 ムク谷橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道金剛寺畑上線 人花寺橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道山田スキｰ場線 小やま橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道向日置野山線 棚田橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道金剛寺畑上線 金剛寺中橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道戸牧４号線 水ブケ水路沿3号橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道気比象ヶ鼻線 象ケ鼻橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道和田城崎線 125 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道清冷寺横関線 東細出口橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道轟区内線第１号 561 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 市道清冷寺横関線 横関小橋 橋梁 修繕
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豊岡市 豊岡市 市道小田井寿上陰線 五荘大橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 大開線 新橋 橋梁 修繕

豊岡市 豊岡市 気比野田井犬坂線 気比橋 橋梁 修繕

豊岡市道路附属物等長寿命化修繕計画

豊岡市 豊岡市 駅東西連絡線 駅東西連絡橋 道路附属物等 修繕

豊岡市 豊岡市 赤崎江原線 浅倉洞門 道路附属物等 修繕

加古川市橋梁長寿命化修繕計画

加古川市 加古川市 白沢３号線 磐東跨高速道路橋 橋梁 修繕

加古川市 加古川市 山陽道側道１号線 白沢跨高速道路橋 橋梁 修繕

加古川市 加古川市 旧県道加古川高砂１号線 備後橋 橋梁 修繕

加古川市 加古川市 別府区画１号線 中央橋 橋梁 修繕

加古川市 加古川市 下村４号線 下村４号橋 橋梁 修繕

加古川市 加古川市 志方町２１号線 月見橋 橋梁 修繕

加古川市 加古川市 上富木２号線 愛宕橋 橋梁 修繕

加古川市道路附属物等長寿命化修繕計画

加古川市 加古川市 平野西河原線 粟津歩道橋 道路附属物等 修繕

加古川市 加古川市 平野西河原線 木村歩道橋 道路附属物等 修繕

赤穂市橋梁長寿命化修繕計画

赤穂市 赤穂市 新田坂越線 田辺橋 橋梁 修繕

赤穂市 赤穂市 横尾北畠線 北畠橋 橋梁 修繕

赤穂市 赤穂市 釜家後早稲田線 釜家後早稲田線４号橋 橋梁 更新

赤穂市 赤穂市 浜市高雄線 浜市高雄線２号橋 橋梁 修繕

西脇市橋梁長寿命化修繕計画

西脇市 西脇市 高田井１号線 上掛田２号橋 橋梁 更新

西脇市 西脇市 平野合山線 上ノ段１号橋 橋梁 更新

西脇市 西脇市 合山八坂線 出合橋 橋梁 修繕

西脇市 西脇市 前坂１６号線 前坂４号橋 橋梁 修繕

西脇市道路附属物等長寿命化修繕計画

西脇市 西脇市 郷瀬西田1号線 西田第一歩道橋 道路附属物等 修繕

宝塚市橋梁長寿命化修繕計画

宝塚市 宝塚市 市道栄町線 栄町歩道橋（栄町線） 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道3420号線 ユニベール橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道954号線 売布橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道2990号線 石原橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道2176号線 西滝ヶ平井橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道604号線 桜橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道中筋鳥脇線 岩上橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道0015号線 翁橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道月地線 中州橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道918号線 西山橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道野上通り線 菜切橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道384号線 内畑人道橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道宝塚長尾線 天王寺橋 橋梁 修繕
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宝塚市 宝塚市 市道626号線 鳥居前橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道3134号線 植木橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道認定外 JR一後川橋北橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道1580号線 分町橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道2112号線 岩谷橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道認定外 JR一後川橋南橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道880号線 月見橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道621号線 東向下橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道621号線 大平上橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道637号線 東向橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道2287号線 青葉台４号橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道436号線 青葉台３号橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道77号線 鹿塩７号橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道2050号線 トベット橋 橋梁 修繕

宝塚市 宝塚市 市道2652号線 桜台東１号橋 橋梁 修繕

宝塚市道路附属物等長寿命化修繕計画

宝塚市 宝塚市 市道2426･2428号線 米谷歩道橋 道路附属物等 修繕

三木市橋梁長寿命化修繕計画

三木市 三木市 市道下南線 星ケ谷橋 橋梁 修繕

三木市 三木市 市道米田大畑線 奥日原橋 橋梁 修繕

三木市 三木市 市道米田毘沙門線 別所橋 橋梁 修繕

三木市 三木市 市道毘沙門上荒川線 吉安跨道橋 橋梁 修繕

高砂市橋梁長寿命化修繕計画

高砂市 高砂市 宮前幹線道路 高砂大橋 橋梁 修繕

高砂市 高砂市 松陽幹線道路 松陽橋 橋梁 修繕

高砂市 高砂市 伊保281号線 伊保２０号橋 橋梁 修繕

高砂市 高砂市 伊保276号線 伊保２４号橋 橋梁 修繕

高砂市 高砂市 伊保192号線 伊保２１号橋 橋梁 修繕

川西市橋梁長寿命化修繕計画

川西市 川西市 市道1449号 知明さくら橋 橋梁 修繕

川西市 川西市 市道898号 一庫新橋2号橋 橋梁 修繕

川西市 川西市 市道898号 一庫新橋1号橋 橋梁 修繕

川西市 川西市 市道268号 新田橋 橋梁 修繕

小野市橋梁長寿命化修繕計画

小野市 小野市 市道5213号線 506号橋 橋梁 修繕

小野市 小野市 市道2127号線 新部橋 橋梁 修繕

三田市橋梁長寿命化修繕計画

三田市 三田市 市道西山古城線 1045-1号橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道大原環状線 2017-1号橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道相生橋車瀬線 2093-1号橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道寺ノ坪榎下線 2097-1号橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道母子清水線 母子浦山橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道乙原萬年田線 4021-1号橋 橋梁 修繕
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三田市 三田市 市道小田谷福美田線 5015-1号橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道母子上青野線 5060-2号橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道宮脇東山線 餓之橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道広瀬相生線 2095-1号橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道大谷釜屋線 233-4号橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道弥生が丘富士が丘線 ネムノキ橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道緑センチュリー大橋線 センチュリー大橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道北摂中央3号線 えるむ橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道末西北浦線 御旅橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道北摂南1号線 カラタチ橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道緑ホロンピア富士が丘線 ネムノキ橋（歩道） 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道武庫が丘緑4-8号線 ローズ橋 橋梁 修繕

三田市 三田市 市道志手原前所線 志手原橋 橋梁 修繕

加西市橋梁長寿命化修繕計画

加西市 加西市 倉谷田原線 田原橋 橋梁 修繕

加西市 加西市 朝妻豊倉線 鎌崎橋 橋梁 修繕

加西市 加西市 中縦1号線 新堂山橋 橋梁 修繕

丹波篠山市橋梁長寿命化修繕計画

丹波篠山市 丹波篠山市 大沢新波賀野線 うとぎ橋 橋梁 修繕

丹波篠山市 丹波篠山市 川北旧道線 久保田橋 橋梁 修繕

丹波篠山市 丹波篠山市 段上野線 地獄橋 橋梁 修繕

丹波篠山市 丹波篠山市 辻ヶ内音羽1号線 音羽2号橋 橋梁 修繕

丹波篠山市 丹波篠山市 小枕新田春日線 北山橋 橋梁 修繕

丹波篠山市 丹波篠山市 大石田線 大石田橋 橋梁 修繕

丹波篠山市 丹波篠山市 油井大石線 光芒寺橋 橋梁 修繕

丹波篠山市 丹波篠山市 黒石西道線 肥田橋 橋梁 修繕

養父市橋梁長寿命化修繕計画

養父市 養父市 広谷十二所本線 筋違橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 八鹿朝倉線 朝倉橋1号 橋梁 修繕

養父市 養父市 舞狂線 舞狂橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 大江線 大江橋3号 橋梁 修繕

養父市 養父市 向八木線 瀞橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 今滝寺線 34号橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 仲町天子線 仲町橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 新町3号線 新町橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 下網場7号線 陸橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 小山朝倉線 朝倉橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 中村2号線 中村橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 椿色1号線 森尾橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 椿色石原線 国料橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 高柳上3号線 聖長橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 高柳下10号線 高柳橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 伊佐9号線 99号橋 橋梁 修繕
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養父市 養父市 大江4号線 堀橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 川東5号線 一の橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 川東8号線 二の橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 寄宮川西線 川東橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 唐川支線 下路橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 畑上谷線 大道田橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 畑下谷線 下谷橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 畑下谷線 奥山口橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 伊豆線 伊豆橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 伊豆浅野線 川向橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 東上野上線 末谷橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 養父市場大薮線 大薮橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 沢原線 谷口橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 米地線 小水谷橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 浅野稲津山手線 浅野橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 宮垣和田垣線 広瀬橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 樽見線 上樽見橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 市場線 落合橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 市場さつき線 さつき橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 糸原田野線 渡尾橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 和田高耕田線 高耕田橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 東山線 東山橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 一ノ段線 白岩橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 中間荒岩支線 荒岩橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 三和線 三和橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 万久里下マシバ線 万久里下橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 万久里本谷線 無名橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 相生宮町線 元宮橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 関宮八木谷線 四反田橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 八木谷1号線 公会堂前橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 安井線 安井橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 小路頃鹿倉口線 小路頃橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 石本向山線 石本橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 向山線 梨ヶ原橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 丹戸別宮線 井上橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 安井横行線 無名橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 安井横行線 無名橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 上白岩線 上白岩橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 今滝寺線 ３３号橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 奥大江線 ３９号橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 高柳下１号線 ８１号橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 大江４号線 １１２号橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 寄宮４号線 １１９号橋 橋梁 修繕
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養父市 養父市 佐のう線 神滝田橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 小城線 荒神橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 養父市場上薮崎線 明神橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 宮垣和田垣線 宮垣和田垣線１号橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 下浦線 下浦口橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 和田古屋線 柳口橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 瓜原親谷線 瓜原親谷線１号橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 上蔵垣線 宮ノ下橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 若杉大谷線 谷川橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 万久里下マシバ線 無名橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 三反田中山線 四ッ辻橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 外野別宮線 無名橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 大久保４号線 無名橋 橋梁 修繕

養父市 養父市 宿南線 無名橋(1号) 橋梁 修繕

丹波市橋梁長寿命化修繕計画

丹波市 丹波市 長尾川乙河内線 いしや橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 佐治奥塩久線 奥塩久橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 中央210号線 屋添橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 北奥西の山線 角倉谷川橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 市島住宅線 恵比須神社橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 鶏足寺線 鶏足寺橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 特27号線 犬岡橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 東121号線 犬岡小橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 戸坂坂折橋線 戸坂大松橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 北363号線 公民館前橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 市島山下線 山下小橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 青垣中央線 新橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 戸平竹の下線 新行橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 新町小倉線 新川橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 阿草6号線 水行橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 市第43号線 相生橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 市第2号線 大神橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 大野坂線 大町坂3号橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 滝谷線1号 滝谷上橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 大稗県道下線1号 中地橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 与戸長尾線 長尾川小橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 小稗道の下線3号線 道ノ下橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 後地峠線 峠橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 与戸福下線 福下橋 橋梁 修繕

丹波市 丹波市 国道野上野連絡線 野上野大橋 橋梁 修繕

南あわじ市橋梁長寿命化修繕計画

南あわじ市 南あわじ市 広田18号線 花屋橋 橋梁 修繕

南あわじ市 南あわじ市 阿万59号線 大神橋 橋梁 修繕
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朝来市橋梁長寿命化修繕計画

朝来市 朝来市 市道愛宕線 銀山橋 橋梁 撤去

朝来市 朝来市 市道藤和線 将軍橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道玉置上先道線 玉理橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道中西地線 中西地2号橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道中久田和線 亀田橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道竹ノ内村中線 森橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道宮上久田和線 京田橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道岡田東和田線 矢治川橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道立脇6号線 コモ井橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道神子畑中村線 中村橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道神子畑7号線 中島上橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道岩津旧県道線 観音橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道田和坂峠線 小和田跨線橋 橋梁 修繕

朝来市 朝来市 市道塩田・大内線 塩田橋 橋梁 修繕

淡路市橋梁長寿命化修繕計画

淡路市 淡路市 西岡石寝屋線 石の寝屋跨道橋 橋梁 修繕

淡路市 淡路市 志筑新島中央線 塩田大橋 橋梁 修繕

淡路市 淡路市 育波漁港線 銀鱗橋 橋梁 修繕

淡路市 淡路市 室津本町線 室津橋 橋梁 修繕

淡路市 淡路市 神ノ前１号線 絵島橋 橋梁 修繕

淡路市 淡路市 室津大坪線 森下橋 橋梁 修繕

淡路市 淡路市 精田川２号線 精田川橋 橋梁 修繕

淡路市 淡路市 野島柴床線 野島柴床橋 橋梁 撤去

淡路市 淡路市 一本松田尻線 作佐エ門橋 橋梁 修繕

淡路市 淡路市 津田3号線 地蔵橋 橋梁 修繕

宍粟市橋梁長寿命化修繕計画

宍粟市 宍粟市 河東神野線 神河橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)与位18号線 頃谷橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 上ノ１８号線 西小坂橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)上ノ4号線 平野橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)塩田1号線 若杉橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 宮寺線 宮寺橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)阿舎利線 阿舎利橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)阿舎利線 二つ橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 富士野線(2) 富士野７号橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)富土野線(1) 小坂橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 奥林線 奥林橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 黒原線(2) 大渡瀬橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 打呑線 打呑橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)上野線 水谷橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 原中垣内線 原大橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 石亀線 柳平橋 橋梁 修繕
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宍粟市 宍粟市 (市)戸倉線 常観橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 有賀カンカケ線 有賀カンカケ5号橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)有賀カンカケ線 坂ノ谷橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)広路線 広路4号橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)広路線 広路５号橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 戸倉坂ノ谷線 坂の谷桟道橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 赤西音水線 赤西音水1号橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 千草西山線 荒神橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)岩野辺荒尾線 左雲橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 下河野西側線 猶原橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 岩野辺室谷線 茶園川橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 (市)堂所中村線 堂所2号橋 橋梁 修繕

宍粟市 宍粟市 西河内猿毛1号線 猿毛橋 橋梁 修繕

加東市橋梁長寿命化修繕計画

加東市 加東市 中央道線 中央橋 橋梁 修繕

加東市 加東市 木梨曽我線 新千鳥橋 橋梁 修繕

加東市 加東市 陣屋橋線 陣屋橋 橋梁 修繕

加東市 加東市 上滝野新町線 滝見橋 橋梁 更新

加東市 加東市 西古瀬大門線 3002-1号橋 橋梁 修繕

加東市 加東市 大年ノ前竹ヶ下線 3004-1号橋 橋梁 修繕

加東市 加東市 西古瀬沢部線 3006-2号橋 橋梁 修繕

加東市 加東市 沢部垣塚線 3008-1号橋 橋梁 修繕

加東市 加東市 上田小部野線 3045-1号橋 橋梁 修繕

たつの市橋梁長寿命化修繕計画

たつの市 たつの市 水神町龍野公園線 十文字川２号橋 橋梁 修繕

たつの市 たつの市 小宅揖西線 龍野新大橋 橋梁 修繕

たつの市 たつの市 鍛冶屋４号線 矢ノ原橋 橋梁 更新

たつの市 たつの市 山津屋黍田線 学童橋 橋梁 修繕

たつの市 たつの市 河内室津線 大谷川橋 橋梁 修繕

猪名川町橋梁長寿命化修繕計画

猪名川町 猪名川町 島2号線 川面橋 橋梁 修繕

猪名川町 猪名川町 仁頂寺2号線 奥村橋 橋梁 修繕

猪名川町 猪名川町 槻並10号線 槻並ナメラ畑1号橋 橋梁 修繕

猪名川町 猪名川町 鎌倉5号線 出口橋 橋梁 修繕

猪名川町 猪名川町 広根万善線 銀山橋 橋梁 修繕

猪名川町 猪名川町 南田原線 南田原橋 橋梁 修繕

多可町橋梁長寿命化修繕計画

多可町 多可町 町道中安田20号線 中安田17号橋 橋梁 修繕

多可町 多可町 町道轟6号線 轟谷川5号橋 橋梁 修繕

多可町 多可町 町道柳山寺45号線 無名橋 橋梁 修繕

多可町 多可町 町道豊部8号線 森内2号橋 橋梁 修繕

市川町橋梁長寿命化修繕計画

市川町 市川町 浅野中道線 馬橋 橋梁 修繕
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市川町 市川町 小畑日尻神北線 日尻神橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 鬼谷、新池線 池谷口橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 加茂地線 向上橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 瓜生田、カラキ線 本谷川橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 加茂地谷西線 幸寄橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 上瀬加鏡橋線 鏡橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 河内線 椋野橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 河内島田東線 島田橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 岩戸門前橋線 門前橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 寺家公民館北線 中橋 橋梁 修繕

市川町 市川町 美佐、神崎線 鶴見橋 橋梁 修繕

福崎町橋梁長寿命化修繕計画

福崎町 福崎町 中島長目線 無名橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 中島長目線 無名橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 西野大門線 無名橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 高橋西谷線 無名橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 駅前高橋線 無名橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 高橋山崎線 無名橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 西光寺団地中央線 無名橋１ 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 ３１８号線 無名橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 ３４１号線 無名橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 ４０４号線 高橋橋 橋梁 修繕

福崎町 福崎町 ２０６号線 釜之内橋 橋梁 修繕

福崎町道路附属物等長寿命化修繕計画

福崎町 福崎町 町道田尻辻川線 福崎歩道橋 道路附属物等 修繕

神河町橋梁長寿命化修繕計画

神河町 神河町 南線 南橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 粟賀柏尾貝野線 貝野橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 市場・杉線 向田橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 茶ノ木原線 茶ノ木原橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 上段垣内線 上段垣内橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 尾ノ瀬線 新薬師橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 川上幹線 寺ノ元橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 石枕・中島線 石枕橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 南小田幹線 第２中谷橋 橋梁 修繕

神河町 神河町 高倉線 祗園南橋 橋梁 修繕

神河町トンネル長寿命化修繕計画

神河町 神河町 重行川上線 水ノ谷トンネル トンネル 修繕

太子町橋梁長寿命化修繕計画

太子町 太子町 沖代線 1号橋 橋梁 修繕

太子町 太子町 中道跨線橋線 164号橋 橋梁 修繕

上郡町橋梁長寿命化修繕計画

上郡町 上郡町 石戸線 石戸橋 橋梁 修繕
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事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

上郡町 上郡町 北谷田１号線 正福寺下橋 橋梁 修繕

上郡町 上郡町 上郡与井線 第三本谷橋 橋梁 修繕

上郡町 上郡町 市原黒石線 黒石橋 橋梁 修繕

佐用町橋梁長寿命化修繕計画

佐用町 佐用町 大地線 才金前田橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 三河106号線 二の谷橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 吉福山田線 高雄山跨高速道路橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 原井ノ谷線 石井橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 大倉線 大倉橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 下上月下線 下上月橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 小山安川線 小山橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 東徳久本線 東徳久大橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 久保長田線 久保大橋 橋梁 修繕

佐用町 佐用町 町道　中山小山線 中山跨道橋 橋梁 修繕

香美町橋梁長寿命化修繕計画

香美町 香美町 町道高津宮神線 宮神１号橋 橋梁 修繕

香美町 香美町 町道赤谷線 赤谷２号橋 橋梁 修繕

香美町 香美町 町道谷山線 谷山一号橋 橋梁 修繕

新温泉町橋梁長寿命化修繕計画

新温泉町 新温泉町 町道清富御屋敷線 御屋敷橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道二日市指杭線 指杭橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道指杭第７号線 久反田３号橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道指杭第８号線 仲瀬橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道久谷１０号線 西ノ後橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道大味線 茗荷谷橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道二日市古市線 新市橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道本町西稲負谷線 森下橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道阿弥陀堂線 阿弥陀堂橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道飯野塩山線 繁栄橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道千原第二前田線 河原橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道上川原向線 上川原橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道鐘尾門田線 門田橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道千谷旧国道線 奥田橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道飯野河原線 河原橋 橋梁 修繕

新温泉町 新温泉町 町道青下花口線 猪谷橋 橋梁 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　兵庫県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

『～食極めれば淡路島～』　南淡路地域再生ネットワーク化計画
洲本市、南あわじ
市

298

あなたが好きなまち・朝来市計画 朝来市 25

響きあう心 世界へ拓く 結の郷 やぶ計画 養父市 20

水・緑・人がともに生きるまちづくり計画 多可町 5

　小　計 348

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。



兵 庫 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

加古川 加古川 一般河川改修事業 2,666　 加古川市
かこがわし

、高砂市
たかさごし

、小野市
おのし

、加東市
かとうし

揖保川 揖保川 一般河川改修事業 1,240　 宍粟市
しそうし

、たつの市
し

円山川 円山川 一般河川改修事業 2,675　 豊岡市
とよおかし

淀川 猪名川 流域治水整備事業 675　
≪兵庫県

ひょうごけん

≫尼崎市
あまがさきし

、川西市
かわにしし

≪大阪府
おおさかふ

≫豊中市
とよなかし

揖保川 揖保川 河川都市基盤整備事業 100　 たつの市
し

円山川 円山川 河川工作物関連応急対策事業 361　 豊岡市
とよおかし

淀川 総合水系環境整備事業 628

≪滋賀県
しがけん

≫守山市
もりやまし

、野洲市
やすし

、栗東市
りっとうし

≪京都府
きょうとふ

≫京都市
きょうとし

、城陽市
じょうようし

、京田辺市
きょうたなべし

、井手町
いでちょう

、

　　　　　　　 木津川市
きづがわし

、精華町
せいかちょう

、和束町
わづかちょう

≪大阪府
おおさかふ

≫大阪市
おおさかし

、池田市
いけだし

、豊中市
とよなかし

、守口
もりぐち

市
し

、高槻市
たかつきし

、

　　　　　　 　寝屋川市
ねやがわし

、枚方市
ひらかたし

≪兵庫県
ひょうごけん

≫川西市
かわにしし

、伊丹市
いたみし

、尼崎市
あまがさきし

≪三重県
みえけん

≫名張市
なばりし

加古川 総合水系環境整備事業 58　 加古川市
かこがわし

、高砂市
たかさごし

、小野市
おのし

揖保川 総合水系環境整備事業 60　 宍粟市
しそうし

、たつの市
し

円山川 総合水系環境整備事業 140　 豊岡市
とよおかし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度当初予算　河川事業（補助・兵庫県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

八家川 八家川 事業間連携河川事業 330　 姫路市
ひ め じ し

加古川 水田川 大規模特定河川事業 200　 加古川市
か こ が わ し

、播磨町
はりまちょう

加古川 杉原川 大規模特定河川事業 272　 西脇市
に し わ き し

揖保川 山根川 大規模特定河川事業 100　 たつの市
し

武庫川 武庫川 大規模特定河川事業 500　 尼崎市
あまがさきし

、西宮市
にしのみやし

新川
新川、東川

（統合排水機場）
大規模特定河川事業 172　 西宮市

にしのみやし

東川 津門川 大規模特定河川事業 2,400　 西宮市
にしのみやし

明石川 明石川 大規模特定河川事業 500　 明石市
あ か し し

夢前川 夢前川 大規模特定河川事業 294　 姫路市
ひ め じ し

三原川 孫太川 大規模更新河川事業 98　 南
みなみ

あわじ市
し

三原川 倭文川 大規模更新河川事業 470　 南
みなみ

あわじ市
し



兵庫県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 750)

河川整備事業費 750 

　治水ダム等建設事業費補助

( 750)

　　実施計画調査 750 

( 750)

引原ダム再生 750 

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ろっこうさんけい とががわ おばのやまひがしさぼうえんてい こうべし なだく しのはら

六甲砂防 砂防 六甲山系 都賀川 伯母野山東砂防堰堤 神戸市 灘区 篠原 砂防堰堤工 165
ろっこうさんけい すみよしがわ おおつきだに こうじんやまにしさぼうえんてい こうべし ひがしなだく すみよしやまてきゅうちょうめ

六甲山系 住吉川 大月谷 荒神山西砂防堰堤 神戸市 東灘区 住吉山手九丁目 砂防堰堤工 212
ろっこうさんけい しゅくがわ なべたにさぼうえんてい にしのみやし じゅうりんじ

六甲山系 夙川 鍋谷砂防堰堤 西宮市 鷲林寺 砂防堰堤工 238
ろっこうさんけい だいしがわ ふたたびだに ふたたびだにだいにさぼうえんてい こうべし ちゅうおうく こうべこうじかたふたたびだに

六甲山系 大師川 再度谷 再度谷第二砂防堰堤 神戸市 中央区 神戸港地方再度谷 砂防堰堤工 19
ろっこうさんけい だいしがわ だいしがわうし だいしさぼうえんてい こうべし ちゅうおうく こうべこうじかた

六甲山系 大師川 大師川右支 大師砂防堰堤 神戸市 中央区 神戸港地方 砂防堰堤工 19
ろっこうさんけい しんみなとがわ からすはらがわ きくすいやまだいさんさぼうえんてい こうべし ひょうごく からすはらちょう

六甲山系 新湊川 烏原川 菊水山第三砂防堰堤 神戸市 兵庫区 烏原町 砂防堰堤工 164
ろっこうさんけい ふなさかがわ ひだりしけい にしふなさかさぼうえんてい にしのみやし やまぐちちょうふなさか

六甲山系 船坂川 左支渓 西船坂砂防堰堤 西宮市 山口町船坂 砂防堰堤工 19
ろっこうさんけい だいにちがわ だいにちがわうし ちょうじゃきたさぼうえんてい こうべし ながたく ちょうじゃまち

六甲山系 大日川 大日川右支 長者北砂防堰堤 神戸市 長田区 長者町 砂防堰堤工 19
ろっこうさんけい ありのがわ ひらみがわ おくひらみだいさんさぼうえんてい こうべし きたく ありのちょうからと

六甲山系 有野川 平見川 奥平見第三砂防堰堤 神戸市 北区 有野町唐櫃 砂防堰堤工 136
ろっこうさんけい あしやがわ こうざがわ おくやまもりさぼうえんてい あしやし おくやま

六甲山系 芦屋川 高座川 奥山森砂防堰堤 芦屋市 奥山 砂防堰堤工 135
ろっこうさんけい すみよしがわ じごくだに もみじだにだいごさぼうえんてい こうべし ひがしなだく すみよしだい

六甲山系 住吉川 地獄谷 紅葉谷第五砂防堰堤 神戸市 東灘区 住吉台 砂防堰堤工 431
ろっこうさんけい ちもりがわ ちもりがわさし あおやまだいさんさぼうえんてい こうべし すまく ひがしすまあおやま

六甲山系 千森川 千森川左支 青山第三砂防堰堤 神戸市 須磨区 東須磨青山 砂防堰堤工 92
ろっこうさんけい ちもりがわ ちもりがわさし あおやまだいよんさぼうえんてい こうべし すまく ひがしすまあおやま

六甲山系 千森川 千森川左支 青山第四砂防堰堤 神戸市 須磨区 東須磨青山 砂防堰堤工 94
ろっこうさんけい ありのがわ みぎしけい からとかながけさぼうえんていぐん こうべし きたく ありのちょうからと

六甲山系 有野川 右支渓 唐櫃金懸砂防堰堤群 神戸市 北区 有野町唐櫃 砂防堰堤工 165
ろっこうさんけい しんみなとがわ てんのうだにがわさし みずのみだいにさぼうえんてい こうべし きたく やまだちょうしもたにがみ

六甲山系 新湊川 天王谷川左支 水呑第二砂防堰堤 神戸市 北区 山田町下谷上 砂防堰堤工 143
ろっこうさんけい てんじょうがわ おおたにがわ にらくじょうりゅうさぼうえんていかいちく こうべし ひがしなだく もとやまちょうおかもと

六甲山系 天上川 大谷川 二楽上流砂防堰堤改築 神戸市 東灘区 本山町岡本 砂防堰堤工 208
ろっこうさんけい とががわ おおつきがわ ひやなぎだいにさぼうえんていかいちく こうべし なだく しのはらなかやま

六甲山系 都賀川 大月川 日柳第二砂防堰堤改築 神戸市 灘区 篠原仲山 砂防堰堤工 302
ろっこうさんけい やまだがわ やまだがわ きたのみねさぼうえんていかいちく こうべし きたく やまだちょうかみたにがみ

六甲山系 山田川 山田川 北の嶺砂防堰堤改築 神戸市 北区 山田町上谷上 砂防堰堤工 212
ろっこうさんけい しゅくがわ しゅくがわ しゅくがわぐりーんべると にしのみやし くらくえんちょうほか

六甲山系 夙川 夙川 夙川グリーンベルト 西宮市 苦楽園町ほか 斜面対策工 18

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（兵庫県　１／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ろっこうさんけい あしやがわ あしやがわ あしやがわぐりーんべると あしやし さんじょうちょうほか

六甲砂防 砂防 六甲山系 芦屋川 芦屋川 芦屋川グリーンベルト 芦屋市 三条町ほか 斜面対策工 18
ろっこうさんけい たかはしがわ たかはしがわ たかはしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 高橋川 高橋川 高橋川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 274
ろっこうさんけい てんじょうがわ てんじょうがわ てんじょうがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 天上川 天上川 天上川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい すみよしがわ すみよしがわ すみよしがわぐりーんべると こうべし ひがしなだく

六甲山系 住吉川 住吉川 住吉川グリーンベルト 神戸市 東灘区 斜面対策工 319
ろっこうさんけい いしやがわ いしやがわ いしやがわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 石屋川 石屋川 石屋川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい とががわ とががわ とががわぐりーんべると こうべし なだく

六甲山系 都賀川 都賀川 都賀川グリーンベルト 神戸市 灘区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい しんみなとがわ しんみなとがわ しんみなとがわぐりーんべると こうべし ながたく

六甲山系 新湊川 新湊川 新湊川グリーンベルト 神戸市 長田区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい みょうほうじがわ みょうほうじがわ みょうほうじがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 妙法寺川 妙法寺川 妙法寺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい しんいくたがわ しんいくたがわ しんいくたがわぐりーんべると こうべし ちゅうおうく

六甲山系 新生田川 新生田川 新生田川グリーンベルト 神戸市 中央区 斜面対策工 172
ろっこうさんけい うじがわ うじがわ うじがわぐりーんべると こうべし ひょうごく

六甲山系 宇治川 宇治川 宇治川グリーンベルト 神戸市 兵庫区 斜面対策工 18
ろっこうさんけい さかいがわ さかいがわ さかいがわぐりーんべると こうべし すまく

六甲山系 堺川 堺川 堺川グリーンベルト 神戸市 須磨区 斜面対策工 18

合計 30 箇所 3,700

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（兵庫県　２／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 まるやまがわ あかばながわ とよおかし たんとうちょう

砂防等事業 円山川 赤花川 豊岡市 但東町 砂防堰堤工 60

ちくさがわ みずねがわ さようぐん さようちょう みずね

千種川 水根川 佐用郡 佐用町 水根 砂防堰堤工 20

ゆらがわ やまだがわ たんばし いちじまちょう

由良川 山田川 丹波市 市島町 砂防堰堤工 40

3箇所 120

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（兵庫県　1/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名

合計



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 はやしざき(2) さようぐん さようちょう はやしざき

砂防等事業 林崎（２） 佐用郡 佐用町 林崎 待受擁壁工 24

しもあきさと(2) さようぐん さようちょう しもあきさと

下秋里（２） 佐用郡 佐用町 下秋里 待受擁壁工 39

あづみ しそうし いちのみやちょう

安積 宍粟市 一宮町 待受擁壁工 180

小計 ３箇所 243

まちづくり連携 きたごよう(3) こうべし きたく きたごよう

砂防等事業 北五葉（３） 神戸市 北区 北五葉 法枠工 72

おおはら(4) こうべし きたく おおはら

大原（４） 神戸市 北区 大原 待受擁壁工 67

小計 ２箇所 139

５箇所 382
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（兵庫県　2/2）

所在地事業区分 水系名 箇所名



近畿地方整備局（兵庫県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 東播海岸 神戸市
こ う べ し

439 護岸（神戸市）

兵庫県　計 439

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容 備考



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：兵庫県 （単位：千円）

兵庫東流域下水道汚泥広域処理場汚
泥有効利用施設整備事業

兵庫県 民間活力イノベーション推進下水道事業 228,000 114,000

魚崎ポンプ場大規模雨水処理施設整
備事業

神戸市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,487,300 743,650

神戸駅周辺地区（神戸駅南地区）下水
道床上浸水対策事業

神戸市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

469,580 234,790

広畑地区大規模雨水処理施設整備事
業

姫路市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

447,000 223,500

汐入川左岸地区大規模雨水処理施設
整備事業

姫路市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

388,000 194,000

大塩地区大規模雨水処理施設整備事
業

姫路市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

100,000 50,000

計 3,119,880 1,559,940

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



兵　庫　県

都市局



※市町村名は令和3年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　兵庫県

（単位：百万円）

整備 国営明石海峡公園 神戸市、淡路市 764

維持管理 国営明石海峡公園 神戸市、淡路市 761

令和3年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 兵庫県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

446,000

姫路市 姫路市 継続 姫路城周辺地区 1/2 223,000

40,000

姫路市 姫路市 継続 ＪＲ網干駅周辺地区 1/2 20,000

347,000

姫路市 姫路市 継続 手柄山中央公園周辺地区 1/2 173,500

1,030,000

姫路市 姫路市 継続 手柄山中央公園周辺（その２）地区 1/2 515,000

110,000

姫路市 姫路市 新規 ＪＲ英賀保駅周辺地区 1/2 55,000

30,000

西脇市 西脇市 継続 西脇市中心拠点再生地区 1/2 15,000

146,600

高砂市 高砂市 継続 曽根地区 1/2 73,300

2,149,600

合計 1,074,800

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 神戸市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

4,001,400

神戸市 神戸市 継続 神戸都心・ウォーターフロント地区（第2期） 1/2 2,000,700

20,444

神戸市 神戸市 継続 神戸桜の宮周辺地区 4.5/10 9,200

529,400

神戸市 神戸市 継続 神戸ハーバーランド地区（第2期） 1/2 264,700

1,900,000

神戸市 神戸市 新規 神戸西神中央地区 1/2 950,000

434,000

神戸市 神戸市 新規 神戸垂水地区 1/2 217,000

1/2, 222,105

神戸市 神戸市 新規 神戸・神鉄沿線地区 4.5/10 105,500

7,107,349

合計 3,547,100

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 兵庫県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

1,512,400

神戸市 県 継続 神戸三宮駅周辺・臨海地域 1/2 756,200 国際競争拠点都市整備事業

1,512,400

合計 756,200

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 神戸市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

2,024,000

神戸市 市 継続 神戸三宮駅周辺・臨海地域 1/2 1,012,000 国際競争拠点都市整備事業

2,024,000

合計 1,012,000

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 兵庫県

（項）市街地防災事業費　　（目）地下街防災推進事業費補助　（目細）地下街防災推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

150,000

神戸市 協議会 継続 デュオこうべ山の手 1/3 50,000 本省配分

1,500

神戸市 地下街管理会社 継続 M-KITCHEN 1/3 500 本省配分

151,500

合計 50,500

内示額について、下段を国費とする。



街路交通調査費補助（連続立体交差事業調査）

　（項）地域連携道路事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助 （単位：千円）

都道府県名 都　市　名 調査 新 箇　　所　　名 補助率 備　考

指定都市名 主体 継 事業費 国　費

兵庫県 兵庫県 県 継 山陽電鉄本線（高砂市域） 1/3 82,200 27,400 本省配分

計 82,200 27,400

内　　示　　額



令和3年度　
　街路交通調査費補助（土地区画整理事業調査） 兵庫県

　（項）地域連携道路事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助

（単位：千円）

調査 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

2,700
西脇市 市 継続 和布郷瀬線沿道地区 1/3 900

2,700
合計 900

下段は国費である。



令和３年度

街路交通調査 兵庫県
（単位：千円）

（ 26,400 ）
8,800

計 （ 26,400 ）
8,800

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率 国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

兵庫県管内 県 新 1/3
兵庫県総合都市交通
体系調査



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 阪神電鉄本線 神戸市 住吉駅東方～芦屋市境 400

連続立体交差 ＪＲ山陽本線 加古川市 東加古川駅付近 230 着工準備

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：兵庫県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 兵庫県 兵庫県無電柱化推進計画事業 1,641

(国)427号線(下戸田～上野)　〔西脇市〕、(主)洲本五色線(五色町鮎
原吉田)〔洲本市〕、(主)三木三田線(志染町窟屋～三津田)〔三木
市〕、(主)日高竹野線(竹野町轟)〔豊岡市〕、(主)三田後川上線(大原
～志手原)〔三田市〕、(主)芦屋停車場線(上宮川)〔芦屋市〕、(一)物部
藪崎線(和田山町竹田)〔朝来市〕、(国)2号線(立石1丁目～和坂)〔明
石市〕、(国)2号線(坂元～平野)〔加古川市〕、(一)生瀬門戸荘線(小林
～大吹町)〔宝塚市〕、(主)宗佐土山線（国安～六部一）〔稲美町〕、
(一)姫路停車場線(神屋町～朝日町)〔姫路市〕、(都)塚口長尾線(昆
陽南)〔伊丹市〕、(都)呉服橋本通り線(寺畑)〔川西市〕、(都)浜坂駅港
湾線(駅前)〔新温泉町〕、(都)本竜野富永線(富永工区)〔たつの市〕、
(都)尾上小野線(安田工区)〔加古川市〕、(都)国道２号線(寺家町工
区)〔加古川市〕

無電柱化推進計画事業 神戸市 神戸市無電柱化推進計画事業 780

(一)東灘芦屋線(深江南)、(市)長田楠日尾線(福原)、(市)長田楠日尾
線（六甲）、(市)長田楠日尾線（熊内）、(市)長田楠日尾線（楠町）、
(市)西出高松前池線（南駒栄）、(市)長田楠日尾線（下沢通）、(都)山
手幹線(本山) 、(都)山手幹線(灘)

無電柱化推進計画事業 姫路市 姫路市無電柱化推進計画事業 410
(市)幹第43号線(広畑区正門通三丁目～四丁目)、(都)内環状東線
(北工区) 、(都)内環状東線(南工区) 、(都)城北線、(都)城北線(西工
区) 、(都)亀山線



兵 庫 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 兵庫県
地区名 事業名 事業費 備考

伊丹北地区 地域居住機能再生推進事業 643,902 
姫路城周辺地区 地域居住機能再生推進事業 1,015,458 
明石地区 地域居住機能再生推進事業 800,484 
桜の宮周辺地区 地域居住機能再生推進事業 2,038,458 
東多聞台周辺地区 地域居住機能再生推進事業 317,300 

4,815,602 合計



密集市街地総合防災事業事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 兵庫県
地区名 事業名 事業費 備考

灘中央地区 密集市街地総合防災事業 840,000
840,000合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 兵庫県
地区名 事業名 事業費 備考

神戸市 空き家対策総合支援事業 24,220
姫路市 空き家対策総合支援事業 15,136
赤穂市 空き家対策総合支援事業 4,000
丹波市 空き家対策総合支援事業 14,234

57,590合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 兵庫県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 248,317
248,317合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

兵庫県
兵庫県
兵庫県国際戦略港湾 神 戸 神 戸 市 小 計 21,128
兵庫県 直 轄 15,677
兵庫県 補 助 211
兵庫県 貸 付 5,240
兵庫県
兵庫県国際拠点港湾 姫 路 兵 庫 県 小 計 849
兵庫県 直 轄 130
兵庫県 補 助 719
兵庫県
兵庫県重 要 港 湾 尼崎西宮芦屋 兵 庫 県 小 計 20
兵庫県 直 轄 20
兵庫県
兵庫県地 方 港 湾 柴 山 兵 庫 県 小 計 306 避難港
兵庫県 直 轄 306 避難港
兵庫県
兵庫県海 洋 環 境 瀬 戸 内 海 国 小 計 272
兵庫県 直 轄 272
兵庫県

22,575

令和3年度事業費
摘　　要

合　　　　計

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者

兵 庫 県



港 湾 局

(単位：百万円)

老 朽 化 対 策 神 戸 神 戸 市 小 計 414
補 助 414

姫 路 兵 庫 県 小 計 190
補 助 190

湊 兵 庫 県 小 計 720
補 助 720

1,324合　　　　計

海岸管理者
令和3年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

兵 庫 県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 1,574 耐震対策、無線施設整備、気象施設整備、移転補償等事業等

羽 田 49,363
空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
建築施設整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

新 潟 3,189
浸水対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,097 浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

高 松 619 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

松 山 1,832
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 822
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防
音工事補助等

福 岡 24,728
滑走路増設、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施設・住宅防音工
事補助等

北 九 州 1,143 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 1,920
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、照明施
設整備等

熊 本 1,720 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、気象施設整備等

大 分 2,716
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 2,889
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整
備、教育施設・住宅防音工事補助等

鹿 児 島 3,292
浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助
等

成 田 2,656 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備等

中 部 767 無線施設整備、気象施設整備等

関 西 3,012 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 1,795 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 960 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

山 形 174 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 97 浸水対策、無線施設整備

青 森 320 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

花 巻 555 滑走路改良、無線施設整備、気象施設整備等

大 館 能 代 170 無線施設整備、気象施設整備

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

区　　　　分

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 206 滑走路端安全区域整備、照明施設整備、気象施設整備

福 島 676 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備等

富 山 179 浸水対策、滑走路改良、無線施設整備

能 登 37 滑走路端安全区域整備

福 井 59 無線施設整備

松 本 42 無線施設整備、照明施設整備

静 岡 812 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備

神 戸 63 無線施設整備

南 紀 白 浜 341
滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良、エプロン改良、無線施設
整備等

鳥 取 124 無線施設整備

出 雲 174 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 531 滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

岡 山 415 エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

佐 賀 413 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 37 無線施設整備、照明施設整備等

百 里 81 浸水対策、無線施設整備

小 松 1,122
エプロン拡張、浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照
明施設整備等

美 保 375 エプロン改良、無線施設整備等

岩 国 108 浸水対策、無線施設整備等

徳 島 249 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,625
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備等

稚 内 88 浸水対策、無線施設整備

釧 路 1,177 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備

函 館 1,440 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

旭 川 236 誘導路改良、無線施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,349 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 33 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 49 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 35 無線施設整備、気象施設整備

紋 別 254 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

女 満 別 336 滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

札 幌 126 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 194 耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

新 島 18 無線施設整備

神 津 島 77 無線施設整備

三 宅 島 18 無線施設整備

八 丈 島 474 無線施設整備

佐 渡 20 気象施設整備

隠 岐 18 無線施設整備

対 馬 301 滑走路改良、無線施設整備

福 江 240 無線施設整備

上 五 島 12 気象施設整備

種 子 島 62 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

屋 久 島 4 気象施設整備

（奄美）

奄 美 216 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

喜 界 295 滑走路改良、照明施設整備

徳 之 島 160 滑走路端安全区域整備

沖 永 良 部 5 気象施設整備

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

（沖縄）

那 覇 10,581
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備等、住宅防音工事補助

粟 国 6 照明施設整備

慶 良 間 6 照明施設整備

久 米 島 368 無線施設整備、照明施設整備等

南 大 東 147 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

北 大 東 192 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良等

伊 江 島 30 滑走路端安全区域整備

宮 古 342 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備等

多 良 間 163 滑走路端安全区域整備、気象施設整備

新 石 垣 249 浸水対策、無線施設整備、気象施設整備

波 照 間 46 無線施設整備

与 那 国 442 無線施設整備、照明施設整備

名 古 屋 58 誘導路改良

八 尾 554 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備等

但 馬 108 滑走路改良、無線施設整備等

天 草 157 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

その他の空港等

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

4 / 4 
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令和３年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

459,372 

 

 

95,000 

303,372 

61,000 

 

459,372 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 74,041 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

32,989 

 

32,989 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良） 

名古屋市（大規模改良） 

京都市（大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（七隈線延伸） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（なにわ筋線建設） 

 

計 

703 

63 

151 

24 

294 

7,195 

2,246 

8,790 

 

19,466 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 （西日本旅客鉄道㈱） 

 （高松琴平電気鉄道㈱） 

あいの風とやま鉄道㈱ 

 

計 

 

759 

153 

170 

 

1,083 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 （相模鉄道海老名駅） 

東日本旅客鉄道㈱(館腰駅、取手駅、我孫子駅、社家駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(下祗園駅、香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、厚狭駅) 

四国旅客鉄道㈱(多度津駅) 

小田急電鉄㈱（中央林間駅） 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(聚楽園駅) 

 

計 

 

296 

1,903 

1,015 

1,147 

40 

30 

246 

594 

 

5,271 

鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、予土線、牟岐線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

186 

140 

1,140 

 

1,466 
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鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

肥薩おれんじ鉄道㈱（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

【耐震対策】 

京王電鉄㈱（相模原線） 

東急電鉄㈱（大井町線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、奈良線、難波線、けいはんな線、 

南大阪線、大阪線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

北海道旅客鉄道㈱（宗谷線、室蘭線） 

京成電鉄㈱（本線） 

阪急電鉄㈱（今津線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

東急電鉄㈱（田園都市線、東横線、目黒線） 

 

【踏切保安設備整備】 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線） 

西武鉄道㈱（拝島線、国分寺線、多摩湖線、池袋線、新宿線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

秩父鉄道㈱（秩父本線） 

小湊鉄道㈱（小湊鉄道線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線、瀬戸線、犬山線） 

南海電気鉄道㈱（南海本線、高野線、加太線） 

神戸電鉄㈱（有馬線、三田線） 

能勢電鉄㈱（妙見線） 

 

【地域鉄道安全対策】 

三陸鉄道㈱ 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

弘南鉄道㈱ 

由利高原鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

福島交通㈱ 

しなの鉄道㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

894 

261 

200 

200 

178 

55 

 

3,828 

300 

100 

29 

250 

2,389 

 

260 

150 

350 

 

649 

39 

300 

100 

15 

179 

16 

 

56 

56 

 

472 

2 

269 

9 

24 

20 

26 

18 

10 

39 

43 

8 

4 

 

6,967 

267 

64 

246 

426 

18 

252 

43 

16 

11 

70 

222 

249 

177 
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北越急行㈱ 

長野電鉄㈱ 

北陸鉄道㈱ 

万葉線㈱ 

上田電鉄㈱ 

秩父鉄道㈱ 

関東鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

小湊鉄道㈱ 

上信電鉄㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上毛電気鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

銚子電気鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

長良川鉄道㈱ 

大井川鐵道㈱ 

えちぜん鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

明知鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

伊勢鉄道㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

岳南電車㈱ 

近江鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

叡山電鉄㈱ 

北条鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

井原鉄道㈱ 

広島電鉄㈱ 

若桜町・八頭町 

土佐くろしお鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

甘木鉄道㈱ 

長崎電気軌道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

西日本旅客鉄道㈱(京都駅、明石駅、西明石駅) 

東武鉄道㈱(小菅駅、五反野駅、梅島駅、蒲生駅) 

阪神電気鉄道㈱(大阪梅田駅)  

 

計 

167 

36 

114 

127 

195 

409 

13 

10 

86 

22 

35 

315 

25 

21 

14 

135 

12 

193 

136 

11 

64 

160 

17 

151 

58 

132 

99 

66 

253 

181 

39 

14 

336 

72 

13 

139 

177 

80 

333 

143 

88 

70 

116 

29 

 

900 

438 

258 

204 

 

 13,766 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



Ⅳ．管区海上保安本部等別配分額

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 1,651 1.258

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

4 291 1.330

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

12 405 1.998

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

9 631 0.688

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

20 372 2.333

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

15 2,039 0.927

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

50 634 2.210

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

32 1,529 2.429

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

11 357 0.602

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

4 214 1.085

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

20 3,839 1.214

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

9 1,420 0.637

合　　　　　　　　計 185　※ 13,381 1.105

補助事業はなし ※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇
所減算

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1

留萌港船舶交通安全基盤整備事業 1
函館港船舶交通安全基盤整備事業 1
厚岸漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

能代港船舶交通安全基盤整備事業 1
宮古港船舶交通安全基盤整備事業 1
雄勝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
中之作港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
秋田船川港船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1
陸奥大島船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1
洲埼船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
剱埼船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1
銚子港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
橋田鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
トーガ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
広瀬船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
矢作川口沖船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
篠島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
朝日礁船舶交通安全基盤整備事業 1
ヨセマル船舶交通安全基盤整備事業 1
石鏡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
イチ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四丈船舶交通安全基盤整備事業 1
渡リ黒ミ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20



管区 事業箇所名 事業箇所数
五 明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1
福良港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤穂港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
新宮港船舶交通安全基盤整備事業 1
孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1
徳島小松島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 15
六 播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1

広島港船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
笠岡港船舶交通安全基盤整備事業 1
ネヅラ岩船舶交通安全基盤整備事業 1
竪場島船舶交通安全基盤整備事業 1
トクダキノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
直島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
東備港船舶交通安全基盤整備事業 1
岡山港船舶交通安全基盤整備事業 1
岩国港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
尾ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
福山港船舶交通安全基盤整備事業 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
森ノ瀬ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
似骨ノ礁船舶交通安全基盤整備事業 1
立花ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
細ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
中藻州船舶交通安全基盤整備事業 1
油ノ沖ノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
牛クソ船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
八島船舶交通安全基盤整備事業 1
入鹿瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
団子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
地ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1
干出岩船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸東航路船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
新居浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
錐ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
円瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
庄司太郎碆船舶交通安全基盤整備事業 1
水荷浦鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
渡ケ碆船舶交通安全基盤整備事業 1
日振島船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 50
七 魚釣埼船舶交通安全基盤整備事業 1

豆酘埼船舶交通安全基盤整備事業 1
関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
宇島港船舶交通安全基盤整備事業 1
小野田港船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1
波津白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
住ノ江港船舶交通安全基盤整備事業 1
大牟田港船舶交通安全基盤整備事業 1
唐津港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊万里港船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
口曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
アサ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿町海老曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
滝瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
餅米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
薄香湾舵掛岩船舶交通安全基盤整備事業 1
アサマ船舶交通安全基盤整備事業 1
大白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
牛島沖船舶交通安全基盤整備事業 1
杓子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
イカヅチ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
中津港船舶交通安全基盤整備事業 1
郷ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 32



管区 事業箇所名 事業箇所数
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1
越前岬船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
博奕岬船舶交通安全基盤整備事業 1
御津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
黒島埼船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
松江港船舶交通安全基盤整備事業 1
安来港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11
九 猿山岬船舶交通安全基盤整備事業 1

伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
十 八代港船舶交通安全基盤整備事業 1

沖ノ瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
高杢島船舶交通安全基盤整備事業 1
助八瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
東チオミ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深平瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
三角港船舶交通安全基盤整備事業 1
満越ノ瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
小瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
メツ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
肥後延瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島港船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島湾口神瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥ノ巣山船舶交通安全基盤整備事業 1
草垣島船舶交通安全基盤整備事業 1
国頭岬船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
山川港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20
十一 糸満漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
本部港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
合　　　　計 185※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算



兵 庫 県

不動産・建設経済局



兵庫県
事業費

25.830

100.616

2.000

兵庫県 128.446

事業名 事業主体 備考

令和３年度 配分予算
（不動産・建設経済局地籍整備課所管 補助事業）

（単位：百万円）

社会資本整備円滑化地籍整備事業 兵庫県

社会資本整備円滑化地籍整備事業 豊岡市

社会資本整備円滑化地籍整備事業 洲本市

計



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（兵庫県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

７　元気で安全・安心な兵庫の
道づくり（ICアクセス道路等関
連）

兵庫県,小野市 198,115 

兵庫　魅力と活力ある地域づく
り（２期）

兵庫県,明石市,赤穂市,西宮市,姫路市 314,797 

良好な水環境の創造に向けた下
水道の整備

兵庫県 154,000 

三田駅前地区のにぎわいと潤い
のあるまちづくり

兵庫県,三田市 214,005 

活力ある兵庫の港づくり 兵庫県 178,000 

「ふるさと兵庫」のゆたかな暮
らしを支える公園づくり

兵庫県 250,700 

山陰海岸ジオパーク圏域３府県
周遊観光活性化計画

兵庫県 38,700 

山陰海岸ジオパーク圏域３府県
周遊観光活性化計画（重点）

兵庫県 329,850 

兵庫県住宅市街地基盤整備計画
（第３期）

兵庫県 4,504,435 

兵庫県地域住宅等整備計画

兵庫県,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚
市,川西市,三田市,猪名川町,明石市,加古川
市,高砂市,稲美町,播磨町,西脇市,三木市,
小野市,加西市,加東市,多可町,姫路市,神河
町,市川町,福崎町,相生市,赤穂市,たつの
市,宍粟市,太子町,上郡町,佐用町,豊岡市,
養父市,朝来市,香美町,新温泉町,丹波篠山
市,丹波市,洲本市,南あわじ市,淡路市

561,900 

兵庫県地域住宅等整備計画（第
３期）

兵庫県,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚
市,川西市,三田市,猪名川町,明石市,加古川
市,高砂市,稲美町,播磨町,西脇市,三木市,
小野市,加西市,加東市,多可町,姫路市,神河
町,市川町,福崎町,相生市,赤穂市,たつの
市,宍粟市,太子町,上郡町,佐用町,豊岡市,
養父市,朝来市,香美町,新温泉町,丹波篠山
市,丹波市,洲本市,南あわじ市,淡路市

4,848,033 



（兵庫県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

１　元気で安全・安心な兵庫の
道づくり（第３期）

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,加東市,淡路市

2,963,304 

地域ニーズに即した都市公園ス
トックの再編

神戸市 22,500 

神戸都心三宮地区における魅力
的でにぎわいのあるまちづくり
(その2)

神戸市,兵庫県 4,470 

神戸市公共下水道事業　～ひ
と・都市・地球環境を守り育て
る下水道をめざして～

神戸市 120,600 

神戸市地域住宅支援整備計画
（第３期）

神戸市,兵庫県 4,897,845 

民間活力を活用した都市公園の
再整備

神戸市 140,000 

国際競争力を備えた港湾施設の
整備（地域活性化　重点計画）

神戸市 688,000 

神戸都心・ウォーターフロント
地区都市再生整備計画（第２
期）

神戸市 448,500 

神戸市の市街地における安全・
安心のまちづくり（その3）

神戸市 166,440 

国際競争力を備えた港湾施設の
整備（地域活性化）

神戸市 252,000 

安全・安心や環境に配慮した公
園整備等の推進

神戸市 17,101 

姫路市における循環のみち実現
（３）（重点計画）

姫路市 225,000 

姫路市における循環のみち実現
（３）

姫路市 52,000 

姫路市における鉄道網へのアク
セスの向上

姫路市 60,000 



（兵庫県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

姫路市における賑わいと魅力あ
る多核連携都市の実現

姫路市 592,003 

尼崎市狭あい道路整備計画（第
２期計画）

尼崎市 28,000 

明石市における「安全・快適で
緑豊かな市民に寄り添うまちづ
くり」

明石市 100,000 

明石市公共下水道　～「快適な
暮らしへの貢献」と「良好な水
環境の創出」～（２）

明石市 3,500 

明石市における住環境の改善及
び都市機能の向上（第３期計
画）

明石市 23,333 

水と緑のプロムナードを形成す
る安全・安心の公園づくり

西宮市 7,500 

浸水対策の推進と良好な洲本市
の水環境形成（２）（重点計
画）

洲本市 117,000 

ＪＲ芦屋駅周辺地区まちづくり
計画（第２期）

芦屋市 79,101 

芦屋市における住環境及び都市
機能の向上（第３期計画）

芦屋市 1,828 

相生市狭あい道路整備計画 相生市 866 

下水処理施設の効率的な運営の
ための施設計画策定事業（２）

相生市 20,900 

コウノトリ悠然と舞うふるさと
豊岡の水の安全・安心基盤整備
（３）

豊岡市 337,700 

加古川市における安心で快適な
暮らしを支える下水道（重点計
画）

加古川市 122,000 

赤穂市における循環のみちの実
現（３）

赤穂市 11,000 



（兵庫県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

歴史と文化に根ざした市街地の
創造（第2期）

赤穂市 11,000 

西脇市における持続可能な生活
環境基盤の整備（重点計画）
（２）

西脇市 44,000 

宝塚市　安全・快適で緑豊かな
地域づくり

宝塚市 30,000 

宝塚市狭あい道路整備計画 宝塚市 2,400 

宝塚市における住環境の改善お
よび都市機能の向上計画（第２
期）

宝塚市 124,740 

三木市における下水道の効率的
な事業の推進（２）

三木市 30,000 

高砂市狭あい道路整備計画（第2
期計画）

高砂市 3,360 

高砂市における循環のみちの実
現（３）

高砂市 4,250 

川西市地域住宅等重点整備計画 川西市 343,522 

川西市の下水道における快適な
暮らしの実現

川西市 9,000 

川西市狭あい道路整備計画 川西市 1,600 

加西市狭あい道路整備計画（第
２期計画）

加西市 1,440 

丹波篠山市における下水道健全
経営の実現(3)

丹波篠山市 41,659 

養父市における下水道効率化に
よる健全運営の実現

養父市 78,000 



（兵庫県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

丹波市における快適な生活環境
の実現（３）

丹波市 303,000 

丹波市における城下町の歴史を
活かした魅力ある街なみの形成
（第２期）〔(2) R3ーR4/H28ー
R4〕

丹波市,兵庫県 13,439 

南あわじ市次代へつなぐ持続可
能な下水道の構築と長寿命化対
策

南あわじ市 290,000 

朝来市における安全で適正かつ
効率的な下水道事業の運営に向
けた整備計画　【２】

朝来市 67,700 

朝来市における魅力的な町並み
の形成（第３期）

朝来市 4,217 

淡路市における循環のみち実現
（３）

淡路市 111,000 

加東市における持続可能な効率
的汚水処理整備計画（重点計
画）

加東市 146,000 

たつの市下水道整備事業（３） たつの市 65,000 

多可町における住環境の向上(第
3期計画）

多可町 3,200 

稲美町における住環境の向上
（第3期計画）

稲美町 2,664 

播磨町における循環のみちの実
現（３）

播磨町 11,024 

市川町における環境に配慮した
快適な生活環境の推進

市川町 291,000 

福崎町における快適でうるおい
のあるまちづくり（2）

福崎町 45,000 

兵庫のまんなかで守ろう残そう
循環のみち、キラリと光る神河
町の実現（その２）

神河町 10,000 



（兵庫県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

太子町狭あい道路整備計画 太子町 1,000 

佐用町における循環のみちの実
現（3）

佐用町 163,500 

香美町における循環のみちの実
現（３）

香美町 50,000 

湯村温泉街における温泉街なみ
環境整備

新温泉町 20,265 

25,418,006 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（兵庫県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

土砂災害防止法に基づく基礎調
査の推進（防災・安全）

兵庫県 110,000 

施設の長寿命化と防災・減災対
策に向けた下水道の整備（防
災・安全）

兵庫県 6,457,016 

安全・安心な地域づくり（防
災・安全）

兵庫県 5,500 

災害等に備える安全安心な公園
づくり（防災・安全）

兵庫県 421,500 

安全・安心な兵庫の海岸づくり
（防災・安全）

兵庫県,西宮市 144,000 

南海トラフ地震等に備える地
震・津波対策の推進（防災・安
全）

兵庫県,南あわじ市 403,000 

頻発する自然災害に対する安
全・安心の確保（防災・安全）

兵庫県,神戸市,尼崎市,宝塚市,姫路市,芦屋
市,川西市,加古川市,高砂市,稲美町,播磨
町,西脇市,三木市,加西市,加東市,多可町,
神河町,相生市,たつの市,赤穂市,宍粟市,太
子町,上郡町,佐用町,養父市,朝来市,丹波篠
山市,丹波市,洲本市,南あわじ市,淡路市,小
野市

1,109,000 

頻発する自然災害に対する安
全・安心の確保（防災・安全）
緊急対策

兵庫県 291,000 

兵庫県における土砂災害対策の
推進（防災・安全）

兵庫県,神戸市,姫路市,明石市,西宮市,洲本
市,芦屋市,伊丹市,相生市,豊岡市,加古川
市,赤穂市,西脇市,宝塚市,三木市,高砂市,
川西市,小野市,三田市,加西市,丹波篠山市,
養父市,丹波市,南あわじ市,朝来市,淡路市,
宍粟市,加東市,たつの市,猪名川町,多可町,
市川町,福崎町,神河町,太子町,上郡町,佐用
町,香美町,新温泉町

3,713,723 

兵庫県における土砂災害対策の
推進（防災・安全）（重点）

兵庫県 102,125 

安全・安心な兵庫の港づくり
（防災・安全）（重点）

兵庫県 80,000 



（兵庫県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

安全・安心な兵庫の港づくり
（防災・安全）

兵庫県 60,000 

兵庫県住宅・建築物安全ストッ
ク整備計画（防災・安全）（第
３期）

兵庫県病院事業管理者,尼崎市,西宮市,芦屋
市,宝塚市,川西市,三田市,猪名川町,明石
市,加古川市,高砂市,三木市,加東市,多可
町,姫路市,相生市,赤穂市,太子町,宍粟市,
上郡町,佐用町,豊岡市,朝来市,新温泉町,丹
波市,洲本市,南あわじ市,淡路市

93,188 

ひょうごの住宅防災・安全整備
計画（防災・安全）

兵庫県,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚
市,川西市,三田市,猪名川町,明石市,加古川
市,高砂市,稲美町,播磨町,西脇市,三木市,
小野市,加西市,加東市,多可町,姫路市,神河
町,市川町,福崎町,相生市,赤穂市,たつの
市,宍粟市,太子町,上郡町,佐用町,豊岡市,
養父市,朝来市,香美町,新温泉町,丹波篠山
市,丹波市,洲本市,南あわじ市,淡路市,ひょ
うご住まいづくり協議会

81,876 

ひょうごの住宅防災・安全整備
計画（防災・安全）（第３期）

兵庫県,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚
市,川西市,三田市,猪名川町,明石市,加古川
市,高砂市,稲美町,播磨町,西脇市,三木市,
小野市,加西市,加東市,多可町,姫路市,神河
町,市川町,福崎町,相生市,赤穂市,たつの
市,宍粟市,太子町,上郡町,佐用町,豊岡市,
養父市,朝来市,香美町,新温泉町,丹波篠山
市,丹波市,洲本市,南あわじ市,淡路市

1,303,711 

21　元気で安全・安心な兵庫の
道づくり（国土強靱化（防災・
減災））

兵庫県,明石市 971,510 

9　元気で安全・安心な兵庫の道
づくり（通学路の安全確保）

兵庫県,明石市,伊丹市,豊岡市,赤穂市,西脇
市,宝塚市,三木市,川西市,小野市,三田市,
加西市,篠山市,養父市,丹波市,淡路市,宍粟
市,加東市,たつの市,稲美町,福崎町,上郡
町,香美町,洲本市,芦屋市,高砂市,多可町,
加古川市,姫路市

4,298,220 

１１　元気で安全・安心な兵庫
の道づくり（防災・安全）

兵庫県,姫路市,芦屋市,相生市,加古川市,西
脇市,宝塚市,三木市,川西市,小野市,三田
市,加西市,丹波篠山市,南あわじ市,加東市,
たつの市,猪名川町,多可町,福崎町,香美町,
新温泉町,豊岡市,養父市,朝来市,宍粟市,太
子町

604,336 

神戸港における総合的な海岸保
全施設の整備

神戸市 85,600 

神戸市における浸水対策の推進
（防災・安全）

神戸市 127,000 



（兵庫県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

国際競争力を備えた港湾施設の
整備（防災・安全　重点計画）

神戸市 17,000 

国際競争力を備えた港湾施設の
整備（防災・安全）

神戸市 10,000 

神戸市公共下水道事業　～浸水
に強い安全なまちづくり～
（防災・安全）（重点計画）

神戸市 137,750 

神戸市公共下水道事業　～安
全・安心のまちづくり～（防
災・安全）

神戸市 2,912,616 

安全・安心で快適な公園づくり
（防災・安全）

神戸市 55,000 

安全・安心を守るみちづくり
（通学路の交通安全対策）（防
災・安全）（第２期）

神戸市 879,511 

姫路市における安全・安心で快
適な公園づくりによる地域防災
力の向上（防災・安全）

姫路市 50,800 

姫路市における安全・安心で快
適な都市づくり（通学路等の安
全確保）

姫路市 134,538 

姫路市における循環のみち実現
に向けた安全・防災対策（３）
（防災・安全）

姫路市 850,642 

姫路市における浸水対策の推進
（防災・安全）（重点計画）

姫路市 927,000 

姫路市における魅力ある公園づ
くり（防災・安全）

姫路市 63,000 

尼崎市における安全・安心な公
園づくり（重点）（防災・安
全）

尼崎市 20,000 

尼崎市における安全・安心・快
適なみちづくり（防災・安全）

尼崎市 74,725 

尼崎市における安全・安心のた
めの下水道整備（２）（防災・
安全）

尼崎市 2,537,402 



（兵庫県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

未来の安全と暮らしを守る道づ
くり

明石市 78,758 

明石市における「緑豊かな安
心・安全のまちづくり」（防
災・安全）

明石市 32,000 

明石市公共下水道　～「安心・
安全のまちづくり」と「安定し
た機能の維持」～（２）（防
災・安全）

明石市 339,543 

西宮市における下水道施設の防
災・安全対策事業（３）（防
災・安全）

西宮市 1,922,311 

西宮市における下水道施設の防
災・安全対策事業（３）（防
災・安全）（重点計画）

西宮市 242,000 

西宮市における安心と安全のみ
ちづくり（防災・安全）

西宮市 218,122 

公園施設の長寿命化及び更新に
よる安全・安心の公園づくり
（防災・安全）

西宮市 34,200 

洲本市における防災・減災対策
の推進（３）（防災・安全）
（重点計画）

洲本市 10,000 

洲本市における防災・減災対策
の推進（３）（防災・安全）

洲本市 182,611 

芦屋市における市街地の浸水及
び地震対策（２）（防災・安
全）

芦屋市 147,281 

安全・安心な芦屋の公園づくり
（防災・安全）

芦屋市 13,500 

芦屋市における安全・安心に生
活できるまちづくりの推進（防
災・安全）

芦屋市 48,700 

伊丹市における市街地の浸水対
策、老朽施設等の改築（R2‐
R6）（防災・安全）

伊丹市 219,704 

伊丹市における安全・安心な公
園づくり（防災・安全）

伊丹市 7,000 



（兵庫県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

安全・安心な相生の公園づくり
（防災・安全）

相生市 10,787 

下水処理施設の長寿命化・改
築・更新事業（３）（防災・安
全）

相生市 97,963 

コウノトリ悠然と舞うふるさと
豊岡の水の防災・安全・安心基
盤整備（３）（防災・安全）

豊岡市 623,636 

豊岡市公園施設長寿命化計画に
よる安全・安心な公園づくり
（防災・安全）

豊岡市 6,000 

加古川市における下水道の安
全・安心の推進（３）（防災・
安全）

加古川市 449,820 

安全・安心で快適な都市環境の
創造（防災・安全）（第2期）

赤穂市 9,500 

赤穂市における循環のみちの実
現（３）（防災・安全）

赤穂市 244,433 

赤穂市における安全・安心で快
適な住環境と魅力ある生活環境
の創造（第３期）（防災・安
全）

赤穂市 104,250 

西脇市における快適な暮らしの
安全を守り、安心が実感できる
まちづくりの推進（２）（防
災・安全）

西脇市 19,200 

安全・安心で”ひと”も”ま
ち”も元気になれる魅力的な西
脇の公園づくり（防災・安全）

西脇市 4,000 

宝塚市における浸水対策と下水
道施設等の老朽化対策と耐震化
の推進（防災・安全）

宝塚市 35,500 

安全・安心な宝塚の公園づくり
（防災・安全）

宝塚市 6,000 

三木市　安全・安心の公園づく
り(防災・安全）

三木市 23,000 



（兵庫県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

三木市における安全・安心な下
水道施設の構築（３）（防災・
安全）

三木市 80,000 

高砂市の防災と安全を実現する
下水道の推進（防災・安全）
（２）（重点計画）

高砂市 14,200 

高砂市の防災と安全を実現する
下水道・河川の連携（防災・安
全）（２）

高砂市 250 

安全・安心な川西の公園づくり
（防災・安全）

川西市 15,000 

川西市の下水道における安全・
安心な暮らしの実現（防災・安
全）

川西市 212,095 

小野市　安全・安心で「花と
緑・色と香り」の公園づくり
（防災・安全）

小野市 10,000 

三田市　安全・安心の地域づく
り（防災・安全）

三田市 15,000 

次世代に引き継ぐ三田の下水道
に向けて（３）（防災・安全）

三田市 28,500 

加西市における下水道施設の安
心・安全まちづくり(２)（防
災・安全）

加西市 7,000 

丹波篠山市における災害のない
まちづくりの実現(3)(防災・安
全)

丹波篠山市 44,000 

養父市における効率的な施設改
築による健全運営の実現（防
災・安全）

養父市 80,078 

丹波市における快適な生活環境
の実現

丹波市 10,000 

丹波市における安心・安全な生
活環境の実現（防災・安全）

丹波市 47,270 

宍粟市における良好な水環境の
創出（２）（防災・安全）

宍粟市 10,000 



（兵庫県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

加東　安全・安心の公園づくり
（防災・安全）

加東市 17,617 

加東市における暮らしの安全を
確保するための整備（３）（防
災・安全）

加東市 21,000 

たつの市下水道整備事業（３）
（防災・安全）

たつの市 123,405 

猪名川町水環境再生施設整備事
業（２）（防災・安全）

猪名川町 200 

多可町における持続可能な下水
道の整備（２）（防災・安全）

多可町 5,000 

稲美町公園施設長寿命化策定計
画による安全・安心な公園づく
り（防災・安全）

稲美町 20,000 

稲美町における雨水の有効利用
による水循環の改善（３）（防
災・安全）

稲美町 6,650 

播磨町における循環のみちの実
現（３）（防災･安全）（重点計
画）

播磨町 15,000 

播磨町における循環のみちの実
現（３）（防災･安全）

播磨町 4,600 

福崎町における安全でうるおい
のあるまちづくり（防災・安
全）

福崎町 10,000 

福崎町における安全でうるおい
のあるまちづくり（防災・安
全）（重点計画）

福崎町 152,000 

太子町における安全・安心のた
めの下水道整備の推進（防災・
安全）（重点計画）

太子町 25,000 

太子町における快適な暮らしを
実現する下水道整備の推進（防
災・安全）

太子町 8,200 

歴史と和のまち・防災公園整備
計画（防災・安全）

太子町 20,000 



（兵庫県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

上郡町における安全安心で快適
な都市環境の創出（防災・安
全）（2）

上郡町 26,950 

佐用町における循環のみちの実
現（3）（防災・安全）

佐用町 143,926 

新温泉町における持続可能な下
水道施設の改築更新（防災・安
全）

新温泉町 15,000 

35,450,049 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


