
起点 終点 起点 終点

1 一般国道28号 中央区多聞通1丁目 長田区東尻池2丁目 36 御影浜町2号線 東灘区御影浜町 東灘区御影本町1丁目

2 一般国道174号 中央区新港町 中央区新港町 37 青木防潮堤線 東灘区青木町2丁目 東灘区青木町2丁目

3 一般国道176号 北区長尾町宅原 北区道場町平田 38 神戸六甲線 東灘区御影塚町4丁目 灘区日尾町1丁目

中央区多聞通5丁目 北区山田町下谷上 灘区日尾町1丁目 灘区六甲町5丁目

北区日の峰4丁目 北区淡河町北僧尾 灘区神ノ木通4丁目 中央区生田町1丁目

5 東灘芦屋線 東灘区深江南4丁目 東灘区深江浜町 40 中央区加納町3丁目 長田区北町1丁目

6 灘三田線 灘区高徳町3丁目 灘区鶴甲5丁目 41 灘浜脇浜線 中央区小野浜町 灘区灘浜町

7 摩耶埠頭線 灘区灘浜町 灘区味泥町 42 梅香浜辺通脇浜線 中央区脇浜町3丁目 中央区浜辺通4丁目

8 中央区雲井通7丁目 中央区多聞通1丁目 44 京橋線 中央区新港町 中央区新港町

9 長田区北町１丁目 垂水区名谷町 45 中央区港島9丁目 中央区神戸空港2番

10 西区伊川谷町有瀬 西区枝吉3丁目 47 中央区港島南町7丁目 中央区港島9丁目

11 新神戸停車場線 中央区生田町1丁目 中央区加納町6丁目 48 中央区神戸空港2番 中央区神戸空港1番

12 兵庫埠頭線 兵庫区出在家町1丁目 兵庫区出在家町1丁目 50 山麓線 兵庫区鵯越町 兵庫区上三条町

13 垂水区平磯1丁目 垂水区名谷町 51 兵庫区夢野町2丁目 兵庫区上沢通1丁目

14 垂水区名谷町 垂水区名谷町 52 中央区中町通3丁目 中央区東川崎町1丁目

北区谷上西町 北区大池見山台 53 西出高松前池線 兵庫区七宮町1丁目 須磨区平田町3丁目

北区山田町上谷上 北区道場町日下部 54 有馬山口線 北区有馬町 北区有馬町

16 宝塚唐櫃線 北区有馬町 北区有野町唐櫃 55 北神中央線 北区長尾町宅原 北区藤原台南町1丁目

17 北区山田町藍那 北区山田町小部 56 有野八多線 北区有野町有野 北区八多町柳谷

18 西区伊川谷町潤和 西区前開南町1丁目 57 長田区宮川町9丁目 北区山田町藍那

19 西脇三田線 北区長尾町宅原 北区大沢町日西原 58 北区山田町小部 北区山田町下谷上

北区淡河町勝雄 北区淡河町野瀬 59 野田外浜線 長田区駒ヶ林町6丁目 須磨区若宮町1丁目

北区淡河町野瀬 北区道場町日下部 60 長田線 長田区宮川町9丁目 長田区五番町8丁目

21 大沢西宮線 北区有野町有野 北区八多町吉尾 61 新町線 長田区東尻池3丁目 長田区東尻池8丁目

22 西区平野町西戸田 西区押部谷町和田 62 中央幹線 須磨区中島町3丁目 須磨区須磨本町2丁目

西区押部谷町高和 西区押部谷町西盛 63 白川伊川谷線 須磨区白川台3丁目 須磨区緑台

西区押部谷町福住 西区押部谷町西盛 64 夢野白川線 須磨区白川台3丁目 兵庫区菊水町10丁目

24 須磨区多井畑 須磨区離宮西町2丁目 65 高倉白川線 須磨区多井畑 須磨区白川台7丁目

25 垂水区名谷町 西区押部谷町高和 66 塩屋丸山線 須磨区横尾9丁目 須磨区妙法寺

26 西区押部谷町高和 西区神出町田井 67 垂水妙法寺線 垂水区名谷町 須磨区妙法寺

西区見津が丘3丁目 西区櫨谷町栃木 68 山下線 須磨区平田町3丁目 須磨区菊池町2丁目

西区櫨谷町谷口 西区玉津町上池 69 舞子多聞線 垂水区東舞子町 垂水区本多聞3丁目

28 北区鈴蘭台東町9丁目 北区鈴蘭台南町4丁目 70 多聞小寺線 垂水区本多聞3丁目 西区学園東町9丁目

29 北区北五葉1丁目 西区見津が丘4丁目 71 西神中央線 西区学園東町9丁目 西区美賀多台9丁目

須磨区宝田町3丁目 須磨区川上町3丁目 72 西神１号線 西区押部谷町高和 西区高塚台5丁目

須磨区妙法寺字中田 西区押部谷町福住 73 西神２号線 西区平野町芝崎 西区櫨谷町菅野

西区押部谷町西盛 西区押部谷町西盛 74 西神3号線 西区美賀多台9丁目 西区高塚台7丁目

31 多井畑名谷線 垂水区名谷町 須磨区多井畑 75 西神５号線 西区櫨谷町菅野 西区糀台5丁目

東灘区森北町１丁目 東灘区本山北町2丁目 76 名谷高丸線 垂水区名谷町 垂水区名谷町

東灘区本山北町3丁目 灘区弓木町3丁目 78 妙法寺川左岸線 須磨区大池町5丁目 須磨区大池町5丁目

33 高羽線 東灘区御影塚町3丁目 東灘区御影塚町3丁目 79 鷹取駅下中島線 須磨区大池町5丁目 須磨区大池町5丁目

34 灘浜住吉川線 東灘区御影塚町1丁目 東灘区住吉南町4丁目 80 魚崎浜町１号線 東灘区魚崎浜町 東灘区魚崎浜町

35 商船学校線 東灘区深江本町4丁目 東灘区本山北町1丁目 81 魚崎浜町７号線 東灘区魚崎浜町 東灘区魚崎浜町

32 山手幹線

39
長田楠日尾線

港島33号線

湊町線

長田箕谷線

平野三木線

23

神戸加古川姫路線

27

小部明石線

30 神戸三木線

長坂垂水線

15 神戸三田線

明石神戸宝塚線

20 三木三田線

4 一般国道428号

神戸明石線
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