
平成２２年１月１４日

国道４３号・阪神高速３号神戸線の沿道環境改善のために

環境ロードプライシングをさらに拡充します!

国土交通省近畿地方整備局

阪神高速道路株式会社

阪神高速5号湾岸線の通行料を割り引くことにより、国道43号と阪神高速3号神戸線を通行する

大型車の転換を促す『環境ロードプライシング』について、平成13年11月から試行を開始し、平成

21年4月に対象区間と割引率の拡充を図ったところです。今回さらに平成22年3月1日（月）から、

普通車の中の8t未満のトラック等を割引対象とした拡充策を実施し、湾岸線への転換をは

じめ交通実態の変化や沿道環境の改善効果を検証します。

別途実施中の湾岸線連続利用割引、平日時間帯割引もしくは土曜・休日割引と合わせると、最

大で通常の通行料金の約５割引で阪神高速５号湾岸線をご利用いただけます。

■対象道路（区間）

阪神高速５号湾岸線（六甲アイランド北出入口～天保山出入口） 約２０ｋｍ

注１） ５号湾岸線から天保山を経由して１６号大阪港線及び４号湾岸線を通行した場合、または１６号大阪港線及び４号湾

岸線から天保山を経由して５号湾岸線を通行した場合は、阪神東線については環境ロードプライシングの割引対象

になりません。

注２） ３号神戸線摩耶または京橋出入口と５号湾岸線住吉浜または六甲アイランド北出入口を乗り継いで対象区間を通行

した場合も、環境ロードプライシングの割引適用対象となります。

注３） ２号淀川左岸線島屋出入口、島屋東入口、ユニバーサルシティ出口を利用した場合も、環境ロードプライシングの割

引適用対象となります。

■開始日時

平成２２年３月１日（月）午前０時～

■割引率

３０％割引

注１）湾岸線連続利用割引
※１

、平日時間帯割引、土曜・休日割引
※２

が別途適用され、最大で約５割引となります。

その他、ＥＴＣコーポレートカードを利用すると、一定の条件を満たした場合に、大口・多頻度割引が適用されます。

注２）詳しい料金例は別添リーフレットの裏面を参照してください。

※１ 湾岸線連続利用割引

異なる料金圏を連続して湾岸線を利用するＥＴＣ無線通行車を対象に、料金圏をまたぐごとに通行料金が大型車では２

００円、普通車では１００円割引となります。

※２ 平日時間帯割引、土曜・休日割引

ＥＴＣ無線通行車を対象に、曜日別、時間帯別に以下の割引が適用となります。

・平日の7時～11時、16時～19時 ： ３％割引（普通車、大型車とも）
・平日の6時～7時、11時～16時、19時～22時 ： １０％割引（普通車、大型車とも）
・平日の22時～6時 ： ２０％割引（普通車、大型車とも）
・土曜日、日曜日、祝日の終日 ： 大型車２０％割引、普通車３０％割引



■対象車両

次の１～３の条件を満足する車両が新たに対象となります。

１．普通車のうち、次のいずれかの車両に該当すること。

①普通貨物車（1ナンバー
※1

） ：車両総重量8t未満のトラック 等

②バス（2ナンバー
※1

） ：乗員定員29人以下のマイクロバス 等

③特種用途自動車（8ナンバー
※1

）：冷蔵冷凍車、タンク車 等

但し、軽及び小型規格（2,000cc以下）の車は除く

④２軸のトラクターヘッド（荷台を牽引していないトラック）

２．ＥＴＣコーポレートカード
※2

を車載器に挿入し、ETC無線通行すること。

３．事前に阪神高速道路（株）のホームページから、車両番号やＥＴＣコーポレートカード番号等

の登録を行うこと。

※１ 車種ナンバー（1ナンバー、2ナンバー、8ナンバー）

ナンバープレート上段右側の数字（2～3桁の数字）の頭１桁で確認します。

※２ ETCコーポレートカード

ＮＥＸＣＯ東日本・中日本・西日本が発行している事業者向けＥＴＣカードです。

■事前登録方法 （平成２２年１月１５日（金）より登録受け付け開始）

阪神高速道路（株）のホームページにある「環境ロードプライシング拡充！」バナーをクリックし、

画面に従って、団体名、担当者名、連絡先、登録する車両の車両番号、ETCコーポレートカード番

号等の登録をお願いします。 （阪神高速道路（株）ホームページ：http://www.hanshin-exp.co.jp/）

※本資料における大型車、普通車とはそれぞれ阪神高速料金区分の大型車、普通車を指し

ます。



＜参考資料１＞

環境ロードプライシングの経緯

平成13年11月 環境ロードプライシング試行開始

対象区間：住吉浜IC～鳴尾浜IC（阪神西線）

対象車両：大型車（阪神高速道路料金区分）

割 引 率： ％割引20

平成16年2月 社会実験の実施（1ヶ月間）

対象区間：住吉浜IC～鳴尾浜IC（阪神西線）

対象車両：大型車（阪神高速道路料金区分）

割 引 率： ％割引40

平成18年6月 社会実験の実施（2ヶ月間）

対象区間：住吉浜IC～天保山IC（阪神西線＋阪神東線）

対象車両：大型車（阪神高速道路料金区分）

割 引 率： ％割引50

平成21年4月 対象区間、割引率の拡充

対象区間：住吉浜IC～天保山IC（阪神西線＋阪神東線）

対象車両：大型車（阪神高速道路料金区分）

割 引 率：他割引制度とあわせて最大 ％割引50

平成22年3月 対象車両の拡充

対象区間：住吉浜IC～天保山IC（阪神西線＋阪神東線）

対象車両：大型車（阪神高速道路料金区分）

普通車（阪神高速道路料金区分）の一部

※ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞの事前登録車ETC

割 引 率：他割引制度とあわせて最大 ％割引50



大型車 普通車

普通貨物車
（ナンバー１、８、

９、０）

バス
（ナンバー２）

小型貨物車
（ナンバー４、６）

乗用車
（ナンバー３、５、

７）

料金区分

（乗員定員２９人以下
かつ車両総重量8t未満）

※
（最大積載量5ｔ未満
かつ車両総重量8t未満）

※
（最大積載量5t以上
又は車両総重量8t以上）

（乗員定員３０人以上
又は車両総重量8t以上）

注２）ナンバーとは、ナンバープレート
上段右側の数字（２～３桁）の頭の１桁

例）
頭１桁

大阪５００

わ ○○-○○

注１）写真は主な車種を示す。

（備考）

注３）※普通貨物車の括弧書きは、
代表的な区分を示す。

今回拡充対象

環境ロードプライシングの対象となる車両

現在対象

＜参考資料２＞



＜参考資料３＞

東本町交差点局（尼崎市） H１３年度～ 西本町局（尼崎市） H９年度～

①大気・騒音の常時観測

環境防災緑地（基本型） H７年度～

②環境防災緑地の整備

土壌を用いた大気浄化システムの整備 H１４年度～

（尼崎市西向島、西宮市脇浜）

窒素酸化物を吸着する光触媒の塗布 H１３年度～

整備前 整備後

③新技術を用いた実験的取り組み

道路情報板等によるＰＲ

大型車は・湾岸線等・御利用を
大型車は・湾岸線等・御利用を

④尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーンの実施
（ 1～2回／月 ） H12年度～

排気黒煙検査特殊車両通行許可違反の取締り

過積載違反の取締り

逆位相の音により騒音低減を図る
新型遮音壁の整備 H１５年度～

⑤交通需要軽減キャンペーンの実施
（ 1回／年 ） H12年度～

国道４３号・阪神高速３号神戸線における沿道環境対策事例



京橋

摩耶
43

国道43号･阪神高速３号神戸線沿道の大気環境改善のために

料金大型車に加えて、
環境ロードプライシング 拡充！環境ロードプライシング 拡充！

さらに平成22年３月１日(月)午前0時～平成22年３月１日(月)午前0時～

ぜひ、　　　　　　　　をご利用下さい！

いいよ阪神

［阪神高速お客さまセンター］tel.06-6576-1484（年中無休）
    　　　　　〈受付時間〉平日／8:30～19:00　土日祝･年末年始／9:00～18:00
［阪神高速ホームページ］http://www.hanshin-exp.co.jp/

料金に関するお問い合せ

最大約５割引最大約５割引

５３
神戸線

湾岸線

六甲アイランド北

住吉浜

～ 天保山

割引対象区間
＊５

＊１

かつ事前登録した車両［ＥＴＣｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶｰﾄﾞ 限定］
普通貨物車(車両総重量８ｔ未満かつ最大積載量５ｔ未満)

＊４＊３

＊２

＊１　料金大型車の割引はＨ２１.４.１から拡充しています。今回の割引との重複適用はできません。ただし、２軸のトラクター(トレ
　　　ーラーヘッド)は今回割引の対象となります。(事前登録が必要です)
＊２　普通貨物車の他、マイクロバス等が対象となります。(阪神高速料金区分の普通車かつ自動車の分類番号(ナンバープレート上段
　　　右側の数字)頭１桁が１、２、８ナンバーの車。ただし、軽及び小型規格の特種用途自動車は除きます。)
＊３　ＥＴＣコーポレートカードご利用の車両のうち、本割引を適用するための事前登録をして頂いた方が対象となります。
　　　登録方法は、阪神高速ホームページの 環境ロードプライシング拡充！バナーをクリックしてご確認ください。
＊４　ＮＥＸＣＯ東日本・中日本・西日本が発行している事業者向けＥＴＣカードです。ＥＴＣコーポレートカードのお申し込みは、
� ＮＥＸＣＯ各社取扱窓口へお問い合せください。
＊５　環境ロードプライシング(30％割引)のほか、湾岸線連続利用割引(100円)、平日時間帯割引、土曜・休日割引の併用により、最
　　　大約５割引となります。



（普通区間）（特定区間） （特定区間）
京橋 摩耶

：環境ロードプライシング適用対象（３０％割引）

：環境ロードプライシング適用対象外

環境ロードプライシング対象区間

住吉浜

六甲アイランド北

（普通区間）

阪神西線 阪神東線

天保山

各種割引適用後料金例（普通車料金）

200円　 →

700円　 →

110円(90円) 130円

1,200円　　→

700円　　 → 440円470円 390円(340円)

900円　　→

900円　 →

1,200円　 　→

５号湾岸線

３号神戸線（環境ロードプライシング適用対象外）

750円 690円 610円(520円)

1,200円　　 → 750円 690円 610円(520円)

610円 570円 500円(430円)

130円 130円 200円　→ 130円

950円 880円 780円(680円)

810円　　760円　　670円(590円)

500円　　→ 340円 310円 280円(250円)

700円　 → 680円　  630円　  560円(500円)

400円　→ 260円 260円

480円 440円 390円(340円)

４号
湾

岸
線

乗り継ぎ
号
大
阪
港
線

16

220円(180円)

魚崎浜
深
江
浜

南
芦
屋
浜

甲
子
園
浜

尼
崎
末
広

中
島
北
港
西

西
宮
浜

鳴
尾
浜

尼
崎
東
海
岸

島屋

島屋東

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ

平日22-6時
(土･日･祝日)

平日22-6時
(土･日･祝日)

平日22-6時
(土･日･祝日)

平日7-11、
16-19時

平日6-7、11-16、
19-22時

平日22-6時
(土･日･祝日)

平日7-11、
16-19時

平日6-7、11-16、
19-22時

平日7-11、
16-19時

平日6-7、11-16、
19-22時

平日6-7、11-16、19-22時

平日6-7、11-16、19-22時

平日6-7、11-16、19-22時

平日6-7、11-16、19-22時

平日7-11、16-19時

平日7-11、16-19時

平日7-11、16-19時

平日7-11、16-19時

平日6-7、11-16、
19-22時

平日7-11、
16-19時

平日22-6時(土･日･祝日)

平日22-6時(土･日･祝日)

平日22-6時(土･日･祝日)

平日22-6時
(土･日･祝日)

平日6-7、
11-16、
19-22時

平日6-7、11-16、19-22時平日7-11、16-19時

平日22-6時(土･日･祝日)平日6-7、11-16、19-22時

２号
淀

川
左

岸
線

平日7-11、
16-19時

平日7-11、
16-19時

平日22-6時(土･日･祝日)

平日22-6時(土･日･祝日)

平日6-7、11-16、
19-22時

平日22-6時
(土･日･祝日)

110円(90円)

平日7-11、16-19時

・環境ロードプライシングと、湾岸線連続利用割引、平日時間帯割引、土曜・休日割引が併用された場合の料金例を示しています。
・５号湾岸線から天保山を経由して16号大阪港線及び４号湾岸線を通行した場合、または16号大阪港線及び４号湾岸線から天保山を
　経由して５号湾岸線を通行した場合は、阪神東線については環境ロードプライシングの割引対象になりません。
・３号神戸線摩耶または京橋出入口と５号湾岸線住吉浜または六甲アイランド北出入口を乗り継いで環境ロードプライシング対象区間
　を通行した場合も環境ロードプライシングの割引対象となります。
・魚崎浜出入口と３号神戸線との乗り継ぎをする場合、六甲アイランド北出入口経由の乗り継ぎとなります。
・２号淀川左岸線島屋出入口、島屋東入口、ユニバーサルシティ出口を通行した場合も環境ロードプライシングの割引対象となります。
・別途、大口・多頻度割引が適用される場合があります。
・各種割引の概要は以下のとおりです。

　湾岸線連続利用割引
　　異なる料金圏を連続して湾岸線の普通区間を通行するETC無線通行車両を対象に、料金圏をまたぐごとに通行料金が普通車では
　　100円割引されます。

　平日時間帯割引、土曜・休日割引
　　ETC無線通行車を対象に、曜日別、時間帯別に以下の割引が適用されます。
　　　・平日の7時～11時、16時～19時　　　　　　　　　             3%割引
　　　・平日の6時～7時、11時～16時、19時～22時　            10%割引
　　　・平日の22時～6時�            20%割引
　　　・土曜日、日曜日、祝日の終日　   　　　　　　　　普通車：30%割引

　大口・多頻度割引
　　 ETCコーポレートカードをご利用のお客様を対象に、一定の条件を満足した場合に適用される割引です。詳細は阪神高速HPをご参
　　 照下さい。
・割引の適用順序は、①湾岸線連続利用割引、②環境ﾛｰﾄﾞﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ、③平日時間帯割引、土曜・休日割引、④大口・多頻度割引です。
・割引適用順序の関係上、西行、東行で料金が異なる場合があります。この場合、東行の料金のみを示しています。
・新神戸トンネルをご利用の場合には、将来、新神戸トンネルと阪神高速の料金の合算額で上昇する場合があります。その場合でも、
�環境ロードプライシングを登録して頂いた方が割安となります。




