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警察署 路線種別 路線名 区間（始点） 区間（終点） 距離（km）

東灘 市道 山手幹線（市道） 御影１丁目23先 森北町１丁目24先 4.6
市道 野崎線 海星女子学院前交差点 国玉通２丁目交差点 1.3
市道 国魂線 国玉通２丁目交差点 六甲登山口交差点 0.8
市道 高羽線 六甲登山口交差点 高羽交差点 0.9
市道 長田楠日尾線 布引橋東詰交差点 坂口通１丁目交差点 1.5
市道 山手幹線（市道） 加納町３丁目交差点 割塚通１丁目交差点 2.0
国道 国道428号 家庭裁判所南交差点 有馬道交差点 0.9
県道 神戸駅若菜線 相生高架下交差点 元町駅東交差点 1.4
県道 神戸明石線 元町駅西口先 元町通６丁目 0.9
国道 国道428号 有馬道交差点 平野交差点 1.4
市道 会下山線 築島交差点 上沢５丁目交差点 1.7
市道 高松線 長楽町７丁目交差点 東尻池８丁目交差点 1.9
市道 駒ヶ林南線 長楽町7丁目交差点 駒栄町４丁目交差点 1.2

須磨 市道 塩屋丸山線 蓮池交差点 横尾西交差点 1.1
垂水 市道 名谷下畑線 桃山台５丁目1先 桃山台2丁目１先 1.3

神戸水上 港湾道 港湾道 中公園北交差点 ヘリポート北交差点 1.3
神戸西 県道 小部明石線 木見交差点 水谷２丁目交差点 9.0
神戸北 県道 小部明石線 阪神高速藍那IC入口 山田町藍那（神戸西インター南交差点東側） 4.4
有馬 県道 三木三田線 日下部西交差点 淡河町勝雄1434先 18.2
芦屋 県道 奥山精道線 芦有橋南詰 芦屋浄水場前交差点 2.6
西宮 市道 西宮市道 上山口交差点 阪神流通センター南西交差点 1.4
甲子園 市道 西宮市道 鳴尾浜公園前交差点 浜甲子園３丁目交差点 0.8
尼崎南 市道 武庫川堤防線 稲葉荘４丁目23－8先 大庄西町2－36先 2.1

市道 田能通り 猪名寺１丁目42先 田能３丁目1－8先 1.1
市道 尼崎市道 猪名寺１丁目42先 小中島１丁目11－12先 2.6
県道 山手幹線（県道） 額田町7－1先 戸ノ内町１丁目3－30先 1.2
市道 弥生線 額田東交差点 神崎橋西詰交差点 1.2

尼崎北 市道 武庫川堤防線 武庫豊町3－12－20先 南武庫之荘12－20－68先 2.9
伊丹 県道 姥ヶ茶屋伊丹線 大鹿交差点 鴻池交差点 1.9
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県道 川西篠山線 紫合北ノ町交差点 川辺郡猪名川町杉生字平井1－1南西交差点 16.3
市道 北摂里山街道 一庫１丁目16 丸山台１丁目交差点 1.0
県道 明石神戸宝塚線 宝塚病院前交差点 諭鶴羽橋 2.8
市道 中筋鳥脇線 中山台２丁目17番 中山五月台5丁目交差点 1.0

三田 県道 三田後川上線 つくしの里前交差点 上高平駐在所前交差点 3.2
県道 篠山京丹波線 京口橋北詰 丹波細工所 7.5
県道 瀬利八上上線 般若寺交差点 泉交差点 1.3
県道 青垣柏原線 柏原北交差点 水分れ交差点 1.9
国道 国道175号 水分れ交差点 坂交差点 1.6
市道 大明石117号 茶園場町4－17先 茶園場町1－1先 0.6
市道 魚住350号 魚住町清水465－5先交差点 魚住町清水784－5北東約180メートル先交差点 0.8

三木 県道 三木三田線 恵比須駅駅前交差点 志染町戸田772東方約300メートル先 8.3
国道 国道372号 木梨交差点 丹波篠山市境界 13.5
県道 西脇三田線 上中交差点 三木市境界 13.3
市道 105号 神戸電鉄小野駅前ロータリー 大島町交差点 0.7
市道 111号 浄谷町西交差点 古川町1093－1北方約100メートル先交差点 2.3
県道 小野香寺線 阿形橋南詰 大住橋西詰 1.8
県道 市場多井田線 栗田橋西詰交差点 阿形橋南詰 1.6

加西 市道 加西市道 鶉野町1102－1先 中野町53－2先 3.0
西脇 県道 多可北条線 保木南交差点 仕出原交差点 5.1

県道 野村明石線 野村交差点 草谷交差点 4.0
県道 大久保稲美加古川線 水足東交差点 五軒屋交差点 4.4
県道 神戸加古川姫路線 五軒屋交差点 野谷交差点 2.9
市道 荒井153号 荒井町小松原４丁目655－4先 中島２丁目157－5先 1.4
市道 伊保113号 伊保東２丁目1331－30先 曽根町3090－4先 3.1
市道 曽根112号 曽根町3037－1先 曽根町3030－2先 0.2
市道 伊保崎曽根準幹線 伊保崎６丁目784－1先 曽根町1036－1先 1.8
市道 伊保112号 伊保東１丁目1331－31先 伊保崎６丁目713－1先 0.8
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県道 石倉玉田線 横関交差点 県立大工学部前交差点 1.8
県道 花田野里線　 小川交差点 大日交差点 1.7
県道 三木宍粟線 久畑交差点 安志東交差点 10.8

飾磨 国道 国道312号 姫路東ランプ交差点 御国野交差点 2.9
網干 県道 大江島太子線 下太田交差点 勝原橋交差点 0.9

県道 長谷市川線 神河町寺前 市川町甘地 16.1
県道 西脇八千代市川線 市川町上牛尾 市川町西田中 10.2
町道 西治長野線 福崎町高岡 福崎町西治 2.3
市道 たつの市道 島田交差点 北横内交差点 2.5
県道 上福原佐用線 福吉772－3先 佐用町杉坂峠 4.5

相生 県道 赤穂佐伯線 山野里交差点 船坂郵便局北三叉路交差点 3.5
赤穂 県道 赤穂佐伯線 坂越大橋西詰交差点 東有年交差点 8.3
宍粟 県道 宍粟下徳久線 山崎町土方300先 中広瀬交差点 11.6

県道 物部藪崎線 和田山町和田山312先 和田山町栄町23－1先 4.0
県道 朝来出石線 糸井橋交差点　 和田山町和田山218－1先 4.5
国道 国道312号 宿南2307西方約700メートル先 上野南交差点 9.7
市道 新田南北幹線 上鉢山交差点 上庄境交差点 4.4
県道 日高竹野線 竹野交差点 森本交差点 9.0
県道 豊岡瀬戸線 瀬戸交差点 城崎町上山1663－1先 7.6
国道 国道178号 下宮河梨トンネル出入り口 門谷土生トンネル出入り口 19.0

美方 国道 国道178号 佐津インター前交差点 土生トンネル北側 3.6
洲本 県道 福良江井岩屋線 五色大橋南詰 鳥飼浦交差点 5.8
淡路 県道 志筑郡家線 志筑交差点 中田交差点 2.6

市道 市神代線 西川交差点 国衙交差点 4.0
県道 福良江井岩屋線 松帆古津路1012先 松帆慶野480－1先 1.6
県道 洲本灘賀集線 八幡交差点 阿万西町交差点 6.3

福崎

姫路

たつの

南但馬

南あわじ

豊岡


