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5.4 整備時期の検討 

 

・評価の結果及び上位計画による位置付けをもとに整備時期の検討を行いました。 

・整備時期の判定結果は以下のとおりです。 

短期／長期 

表 5-3 整備時期の検討（既存路線） 

区間

番号 
路線名 上位計画の位置付け、その他 

整備 

内容 
整備時期 

1 社環状線 

市道社環状線の改良。加東市都市計画マスタープランに位置

付けられたまちの拠点形成に向けた周辺道路の整備。現在、

松尾交差点と加東警察署前交差点を結んでおり、松尾交差点

から西に直進する場合、加東警察署前交差点の南側で食い

違いとなるため、直進で接続するように改良。あわせて、国道

175 号から拠点へのアクセス向上を図る。拠点部に新設・変更

する市道と同時期に整備することで拠点部の活性化に寄与す

る。 

改良 

（拡幅） 
短期 

2 上中牧野線 

社地区と上福田地区を繋ぐ道路。現道は道路幅員が 4.5m 未

満の区間が大部分であるため、拡幅することで交通安全に寄

与する。 

改良 

（拡幅） 
長期 

3 嬉野出水線 

（一）厚利社線と接続し、本市の東西を繋ぐ道路となる。現道

は道路幅員が 4.5m 未満の区間が大部分であるため、拡幅す

ることで交通安全に寄与する。 

改良 

（拡幅） 
長期 

4 上久米廻渕線 

(主)西脇三田線と東条湖周辺の観光エリアを結ぶ区間であ

り、歩行者の通行が考えられる道路であるが、路肩部分が狭

小であるため、整備を行うことで交通安全に寄与する。 

改良 

（拡幅） 
長期 

5 廻渕ダム線 

本市の主要な観光エリア内の道路であり、歩行者の通行が考

えられる道路であるが、路肩部分が狭小であるため、整備を

行うことで交通安全に寄与する。 

改良 

（拡幅） 
長期 

6 社貝原線 

加東市都市計画マスタープランに位置付けられたまちの拠点

形成に向けた周辺道路の整備。加東警察署前交差点から社

交差点までの区間には歩道狭小区間もあることから、整備を

行うことで拠点部の活性化、交通安全に寄与する。 

改良 

（拡幅） 
短期 

7 光明寺駐車場線 

光明寺へのアクセス道路。観光の観点からも有用である。ま

た、歩行者の通行が考えられる道路であるが、路肩部分が狭

小であるため、整備を行うことで交通安全に寄与する。 

改良 

（拡幅） 
長期 

8 北野稲尾線 

社地区と上福田地区を繋ぐ道路。現道は道路幅員が 4.5m 未

満の区間が大部分であるため、拡幅することで交通安全に寄

与する。 

改良 

（拡幅） 
長期 

9 山国社線 

（一）東古瀬穂積線の社交差点から市道社環状線の山国口交

差点を結ぶ市道の改良。加東市都市計画マスタープランに位

置付けるまちの拠点形成に向けた周辺道路の整備であり、拠

点へのアクセス向上を図る。 

改良 

（拡幅） 
長期 

10 依藤野屋度線 市の南部を東西に繋ぐ道路。現道は道路幅員が約 4.0m と狭

小であるため対面通行が困難な区間である。現道を拡幅する

ことで交通の円滑化、安全性向上に寄与する。 

改良 

（拡幅） 
長期 

14 依藤道線 
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区間

番号 
路線名 上位計画の位置付け、その他 

整備 

内容 
整備時期 

11 下久米朝光寺線 

(主)西脇三田線から朝光寺へ繋がる市道。現道は林道のよう

な道路である。三草山登山口はもとより、自然の多いルートで

あるので、新たな観光を呼び込めるほか、朝光寺へ至る利便

性の高い道路となることが見込める。 

改良 

（拡幅） 
長期 

12 廻渕朝光寺線 

廻渕から朝光寺へ繋がる市道。現道は S 字カーブとなってい

る箇所があり、改良することで交通安全に寄与するとともに、

新たな観光を呼び込めるほか、朝光寺へ至る利便性の高い

道路となることが見込める。 

改良 

（拡幅） 
長期 

13 住吉神社上鴨川線 

現道は道路幅員が約 4.0m と狭小であるため対面通行が困難

な区間であるため、現道を拡幅することで交通の安全性向上

に寄与する。 

改良 

（拡幅） 
長期 

 

表 5-4 整備時期の検討（新規整備路線） 

区間

番号 
上位計画の位置付け、その他 

整備 

内容 
整備時期 

15 

第 2 次加東市総合計画の『政策Ⅵ施策 1 都市基盤の整備充実』で「広域的な観点

を踏まえた、各拠点や主要施設、各地域を結ぶ、機能的で安全な道路ネットワーク

の整備構想を策定します。」と示しており、滝野社 IC、国道 175 号の周辺と旧滝野庁

舎周辺とのアクセス向上に寄与する。 

（第 2 次加東市総合計画 P138） 

新規 長期 

16 

区間 1 と国道 372 号とを結ぶ新規路線。加東市都市計画マスタープランに位置付け

られたまちの拠点形成に向けた周辺道路の整備であり、国道 372 号から拠点へのア

クセス向上を図る。拠点部に新設・改良する市道と同時期に整備することで拠点部

の活性化に寄与する。 

（加東市都市計画マスタープラン P55） 

新規 短期 

17 

加東市中心部と国道175号を連絡する新規路線。第2次加東市総合計画の『政策Ⅵ

施策 1 都市基盤の整備充実』で「広域的な観点を踏まえた、各拠点や主要施設、各

地域を結ぶ、機能的で安全な道路ネットワークの整備構想を策定します。」と示して

おり、市中心部と国道 175 号を繋ぎ、南北交通の円滑化を図るとともに、拠点部の活

性化にも寄与する。 

（第２次加東市総合計画 P138） 

新規 長期 

18 

加東市民病院と加東警察署前交差点を結ぶ新規路線。加東市都市計画マスタープ

ランに位置付けているまちの拠点形成に向けた周辺道路の整備であり、区間 16 の

路線と併せて整備することで国道 372 号から市民病院までを 1 路線で接続出来るた

め、他地域からの病院利用時の利便性向上が見込める。また、病院とやしろショッピ

ングパーク Bio とのアクセス向上も図られることから、市街地活性化への寄与も期待

できる。 

（加東市都市計画マスタープラン P55） 

新規 長期 

19 

福田地域内に新設するバイパス路線。加東市都市計画マスタープランには「市道大

門北野線の延伸について調査・研究を行います。」と示しており、幅員狭小区間の解

消を目的とする。 

（加東市都市計画マスタープラン P53） 

新規 長期 
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区間

番号 
上位計画の位置付け、その他 

整備 

内容 
整備時期 

20 

国道 372 号から朝光寺、三草山・畑登山口へ至るルート。第 2 次加東市総合計画の

『政策Ⅵ施策 1 都市基盤の整備充実』で「広域的な観点を踏まえた、各拠点や主要

施設、各地域を結ぶ、機能的で安全な道路ネットワークの整備構想を策定します。」

と示しており、国道 372 号とのアクセス向上に寄与する。 

また、第 2 次加東市総合計画の『政策Ⅴ施策 2 商工業・観光産業の活性化と雇用

対策の充実』で「本市ならではの着地型観光の開発や近隣市町との連携による広域

的な観光ルートの形成に取り組むことで、周遊性のある観光を推進します。」と示し

ており、特に朝光寺への交通の利便性が高まるため、朝光寺のさらなる観光地化に

向けても有用である。 

（第２次加東市総合計画 P134、P138） 

新規 長期 

21 

天神地区の土地区画整理事業地区内の道路。区画整理で一部整備済みであり、加

東市都市計画マスタープランで「天神地区における交通利便性の向上に向けて、市

道天神横谷線（森地区）の整備を推進します。」としている道路である。東条地域の

市街地内の道路として地域内の移動円滑化に寄与する。 

（加東市都市計画マスタープラン P64） 

新規 長期 

22 

加古川の堤防沿いに位置する新規路線。第 2 次加東市総合計画の『政策Ⅵ施策 1 

都市基盤の整備充実』で「安全に通行し、快適に生活できる道路などを整備促進しま

す。」と示しており、上滝野地区と下滝野地区を東西に繋ぐ現道は、幅員狭小（約

4.0m）で対面通行が困難であるが、建物が密集しているため拡幅が困難であるた

め、代替道路として有用である。 

（第２次加東市総合計画 P138） 

新規 長期 

23 

第 2 次加東市総合計画に位置付けている各拠点を結ぶ道路ネットワークを形成する

道路であり、東の拠点と、西の拠点とのアクセス向上に寄与する。 

（第２次加東市総合計画 P138） 
新規 長期 

24 

第 2 次加東市総合計画に位置付けている各拠点を結ぶ道路ネットワークを形成する

道路として、(一)厚利社線と(主)神戸加東線を結ぶ区間の新規市道。(一)厚利社線と

(主)神戸加東線を結ぶネットワークが形成されていないため、当該区間を整備するこ

とで交通の円滑化に寄与する。 

（第２次加東市総合計画 P138） 

新規 長期 

25 

第 2 次加東市総合計画の『政策Ⅵ施策 1 都市基盤の整備充実』で「安全に通行し、

快適に生活できる道路などを整備促進します。」と示しており、国道 372 号と（一）西

脇口吉川神戸線の交差部の不連続性を解消することを目的とする。 

（第２次加東市総合計画 P138） 

新規 長期 

26 

国道 372 号、ＪＲ社町駅、市道河高大谷線を繋ぐ新規路線。加東市都市計画マスタ

ープランで示した社町駅周辺の活性化に寄与する。 

（加東市都市計画マスタープラン P59） 

新規 長期 
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5.4.1 短期的な整備予定箇所 

 
図 5-18 短期的な整備予定箇所 

  

基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成 

※新規整備区間は整備
ルートを示すものでは
なく、整備構想箇所を
示すものです。 
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5.4.2 長期的な整備構想箇所 

 
図 5-19 長期的な整備構想箇所 

  

基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成 

※新規整備区間は整備
ルートを示すものでは
なく、整備構想箇所を
示すものです。 
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5.4.3 道路整備計画 

 
図 5-20 道路整備計画  

基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成 

※新規整備区間は整備
ルートを示すものでは
なく、整備構想箇所を
示すものです。 
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6. 評価検証 

 

本計画の掲載内容は固定化するものではなく、道路整備上の進捗状況を適切に管理しつつ、

社会・経済情勢の変化や、道路整備を取り巻く環境の変化、また、本市における状況の変化（上

位計画である第 2 次加東市総合計画及び加東市都市計画マスタープランの見直しや小中一貫校

整備に伴う通学路の変更等）に応じ、計画立案（Plan）、事業実施（Do）、評価・検証（Check）、

計画改善（Action）からなる PDCAサイクルにより、計画の達成状況を検証し、必要に応じた見

直しや改訂を行っていきます。 

 


