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警察署 交差点名称 所在地 警察署 交差点名称 所在地
東灘 御影大蔵 神戸市東灘区御影郡家１丁目１４番２１号 宝塚 野上１丁目 宝塚市野上１丁目７番３号
東灘 本山南町１丁目 神戸市東灘区本山南町１丁目４番南西角 宝塚 山下橋西詰北 宝塚市南口１丁目２番１０号
東灘 本山中町３丁目西 神戸市東灘区本山中町３丁目１０番１１号 宝塚 川面踏切北 宝塚市川面１丁目３番南西角
灘 天城通５丁目 神戸市灘区天城通５丁目２番６号 三田 相野駅南 三田市下相野３２４番地
灘 福正寺前 神戸市灘区神前町３丁目３番３号 三田 相野駅東 三田市下相野２９８番地の２
葺合 真砂通 神戸市中央区南本町通６丁目１番２３号 三田 溝口北 三田市溝口２２３番地
葺合 若菜通３丁目 神戸市中央区若菜通３丁目１番７号 篠山 日置 篠山市日置１３２番地の１
葺合 旭通２丁目南 神戸市中央区旭通２丁目１０番南西角 篠山 熊谷 篠山市郡家字七ノ坪１３０番地
生田 楠町７丁目 神戸市中央区楠町７丁目３番２号 明石 山ノ下 明石市大久保町大窪１８５７番地の８
生田 一宮交番南 神戸市中央区加納町２丁目２番７号 三木 永久橋南詰 三木市宿原字川ノ上１１５１番地の１
兵庫 菊水橋南 神戸市兵庫区荒田町３丁目７４番地の１号 三木 西這田北 三木市別所町西這田４０４番地
兵庫 荒田公園東 神戸市兵庫区荒田町２丁目１４番８号 加西 日吉幼稚園前 加西市和泉町６３番地
兵庫 水木通７丁目 神戸市兵庫区中道通６丁目３番５号 加西 中西南 加西市琵琶甲町４７０番地
兵庫 駅南通２丁目 神戸市兵庫区駅南通５丁目２番１８号 加古川 市民病院前東 加古川市米田町平津字棚田３０６５番地
長田 若松町２丁目 神戸市長田区若松町２丁目１番１１号 加古川 細工所 加古川市志方町細工所４４７番地
長田 川西通３丁目北 神戸市長田区川西通３丁目２番地 加古川 美乃利 加古川市加古川町美乃利４５４番地の１
長田 菅原通６丁目 神戸市長田区菅原通５丁目４６番地 加古川 寺田池 加古川市平岡町新在家２５９５番地の２２
長田 御屋敷通１丁目 神戸市長田区川西通５丁目６番地 高砂 金ヶ田町 高砂市阿弥陀町阿弥陀２４８４番地の５
須磨 南町１丁目 神戸市須磨区南町１丁目３番南西角 高砂 永楽橋東 高砂市高砂町藍屋町１６８５番地の１
須磨 行幸町４丁目東 神戸市須磨区行幸町４丁目２番 高砂 伊保東 高砂市伊保東１丁目５番
垂水 県商西 神戸市垂水区星陵台４丁目２番３号 高砂 今市１丁目 高砂市今市１丁目６番１１号
垂水 学が丘５丁目 神戸市垂水区学が丘５丁目３番 姫路 北条北 姫路市北条４３２番地の２４
垂水 多聞橋 神戸市垂水区本多聞１丁目２０番１７号 姫路 神種三差路 姫路市夢前町神種１９番地２
神戸水上 港島中町４丁目 神戸市中央区港島中町４丁目４番地の２ 飾磨 姫路中央病院東 姫路市飾磨区上野田２丁目６０番地
神戸水上 港島南町１丁目 神戸市中央区港島南町１丁目２番地 飾磨 阿成渡場 姫路市飾磨区阿成渡場２８２番地
神戸西 見津が丘１丁目 神戸市西区見津が丘１丁目１０番地 飾磨 別所 姫路市別所町別所１６３９番地
神戸西 玉津町今津 神戸市西区玉津町今津４７１番地 網干 上余部東 姫路市余部区下余部１１２番地の３
神戸北 青葉台口 神戸市北区青葉台大滝橋北 網干 東新町西 姫路市広畑区東新町１丁目２０番地
神戸北 大滝口 神戸市北区山田町原野字大滝口１７番地の１ 福崎 小畑小学校前 神崎郡市川町小畑８０２番地
有馬 中大沢 神戸市北区大沢町中大沢地１４３６番地の１ 福崎 中村 神崎郡神河町中村７２２番地
芦屋 浜芦屋交番前 芦屋市浜芦屋町５番１２号 たつの 龍野郵便局前 たつの市龍野町富永４５２番地５
芦屋 環境処理センター前 芦屋市浜風町３１番地１号 たつの 北沢 たつの市揖西町北沢２６０番地１
西宮 船坂小学校前 西宮市山口町船坂７２１番地の２ たつの 觜崎橋西詰 たつの市新宮町觜崎３７１番地
西宮 名塩幼稚園前 西宮市名塩１丁目３４番２号 たつの 糸井 揖保郡太子町糸井１８８番地６
西宮 西宮浜２丁目南 西宮市西宮浜２丁目３４番地 たつの 佐用中町 佐用郡佐用町佐用３０３９番地７
西宮 すみれ台２丁目 西宮市すみれ台２丁目６番８号 相生 佐方 相生市佐方北ノ田２６６番地
西宮 名塩西ノ口 西宮市名塩町２丁目１８番南西角 相生 隈見橋西詰 赤穂郡上郡町井上２０８番地の１
尼崎南 梅ノ里西 尼崎市東難波町３丁目１２番３２号 赤穂 坂越郵便局前 赤穂市坂越１６４７番地
尼崎南 琴浦神社前 尼崎市琴浦町２３番地 宍粟 井ヶ瀬橋 宍粟市山崎町田井２３番地１
尼崎南 尼崎西電報電話局前 尼崎市大庄川田町２６６番地の１ 宍粟 土万三差路 宍粟市山崎町土万８０４番地
尼崎東 久々知３丁目 尼崎市久々知１丁目３３番２１号 南但馬 新井駅前 朝来市新井６４１番地１
尼崎東 西川 尼崎市西川２丁目２７番地 南但馬 久世田南 朝来市和田山町久世田３９１番地
尼崎東 東園田町６丁目 尼崎市東園田町６丁目１０５番地 南但馬 上万久里 養父市尾崎７番地
尼崎東 田能口北 尼崎市田能２丁目７番１号 豊岡 畑山橋南詰 豊岡市但東町畑山３７６番地の１
尼崎北 尾浜保育所前 尼崎市尾浜町１丁目２０番１号 豊岡 城崎大橋西詰 豊岡市城崎町今津５５５番地
伊丹 森本７丁目 伊丹市森本７丁目６３番地 美方 浜坂駅北 美方郡新温泉町浜坂１１８５番地
伊丹 西野５丁目 伊丹市西野５丁目６３番地 美方 千原 美方郡新温泉町千原５６１番地の１
伊丹 鈴原町６丁目 伊丹市鈴原町６丁目１８番地 美方 香住病院前 美方郡香美町香住区若松５８１番地の１
伊丹 西野２丁目 伊丹市西野２丁目333番地１ 美方 一本松南 美方郡香美町香住区境１４番地の１３
川西 加茂小学校前 川西市加茂３丁目１３番１号 洲本 炬口 洲本市炬口１丁目６番１４号
川西 緑台４丁目 川西市緑台４丁目２番８４号 淡路 茶間川 淡路市岩屋１０００番地

南あわじ 円行寺西 南あわじ市市円行寺１４４番地の１

撤去を検討している信号機
現時点で撤去することが決定しているものではありません。


