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大雪による積雪・路面凍結に注意 

～道路利用者の皆様への呼びかけ～ 

 

○２月１７日朝にかけて、九州北部地方の山地平地ともに注意報級

の大雪となる見込みです。【別紙－１】 
 
○道路利用者の皆様へお願いです。 

・大雪予報時においては、不要不急の外出はできるだけ控えてい

ただくようお願いします。 

・やむを得ず車でお出かけされる場合は、冬用タイヤやチェーン

の装着をお願いします。 

・お出かけ前には最新の気象情報及び道路交通情報の確認をお願

いします。【別紙－２】 

・雪による見通しの悪化、積雪・路面の凍結が発生する恐れがあ

りますので注意してください。 

・普段雪が降らない地域においても、突然の大雪となる場合があ

りますので、立ち往生等に警戒が必要です。 
 
○国土交通省九州地方整備局が管理する道路では、あらかじめ設定

している「予防的通行規制区間」【別紙－３】において、集中的・

効率的に除雪作業を実施するため通行止めを行う場合がありま

す。 
 
〇高速道路においても、降雪や路面状況に応じて通行止めを行う場

合があります。 
 
○積雪の状況によっては、高速道路及びそれに並行する国道が同時

に通行止めとなる場合があります。 
 
○公共交通機関においても、遅延や運休が発生する恐れがあります。

交通事業者の発表する情報、テレビ・ラジオ等の報道による情報

の他、「九州のりもの info.com（災害時等公共機関別運行（航）

情報システム）」[http://www.norimono-info.com/]により、最

新の運行（航）情報をご確認のうえ、外出が必要な場合は十分な

時間的余裕を持って行動いただくようお願いします。  



 

○問い合わせ先 
 

 
（道路に関すること） 
 ○国土交通省九州地方整備局道路部 
   道路管理課長 猪狩 名人（いがり めいと） 
   ＴＥＬ：０９２－４７６－３５３３（直通） 
 
 ○ＮＥＸＣＯ西日本 お客さまセンター 
   ＴＥＬ：０１２０－９２４８６３ 
    ※ＩＰ電話等一部の電話からはフリーダイヤルが 

ご利用できない場合があります。 
     その場合は、０６－６８７６－９０３１ 
 
（運輸の安全・防災に関すること） 
 ○国土交通省九州運輸局総務部 

安全防災・危機管理課長 小山 充（おやま みつる） 
ＴＥＬ：０９２－４７２－２３１８ 

   九州運輸局：https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/ 
   九州のりもの info.com

（http://www.norimono-info.com/） 
 
（気象に関すること） 
 ○気象庁福岡管区気象台 天気相談所 
   ＴＥＬ：０９２－７２５－３６００ 

気象庁ＨＰ（防災情報）：
https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html  
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●九州道路ライブカメラ
http://www.qsr.mlit.go.jp/useful/road_livecam.html

●高速道路・一般道交通情報
　日本道路交通情報センター

http://www.jartic.or.jp/

●高速道路交通情報（有料区間）
　NEXCO西日本

https://www.w-nexco.co.jp/

http://ihighway.jp/pc/index.html

●都市高速道路情報
　福岡北九州都市高速道路公社

http://www.fk-tosikou.or.jp/

●高速道路（無料区間）・一般道交通情報
　九州地方整備局　道路情報提供システム

http://road.qsr.mlit.go.jp/

●県管理道路の道路情報
　・福岡県規制情報

http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/road/

　・佐賀県規制情報
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00311424/index.html

　・佐賀県道路公社道路情報
https://www.tollroad-saga.jp/traffic/

　・長崎県規制情報
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/doro-kotsu/kisei-doro-kotsu/

　・長崎県道路公社規制情報
http://www.nagasaki-dourokousha.or.jp/html/kisei.html

　・熊本県規制情報
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/102/50326.html

　・大分県規制情報
http://oita-bosai.force.com/

　・宮崎県規制情報
http://roadi.pref.miyazaki.lg.jp/roadinfo/public/

　・鹿児島県規制情報
https://www2.pref.kagoshima.jp/dourokisei/index

道路に関する情報
別紙－２
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http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/road/
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http://oita-bosai.force.com/
http://roadi.pref.miyazaki.lg.jp/roadinfo/public/
https://www2.pref.kagoshima.jp/dourokisei/index


九州地方整備局「予防的通行規制区間」 【別紙－３】

⑦④
③

①

②

⑧

⑥

⑤

⑨

※IC名称については、仮称も含む。

高 規 格 道 路

高規格幹線道路
（無 料）

高規格幹線道路
（有 料）

事業中

開通済
（4車線以上）

開通済
（2車線）

高規格幹線道路
以外

凡 例

事業中

開通済
（4車線以上）

開通済
（2車線）

事業中

開通済
（4車線以上）

開通済
（2車線）

予防的通行規制区間

国管理ＩＣ・ＪＣＴ ※国道３号（太宰府ー久留米間）においても予防的に
通行規制を行う場合があります。

【予防的通行規制区間】

番号 路線
延長
（km）

備考

① 国道３号 5.5 岡垣バイパス

② 国道２０１号 9.3 八木山峠

③ 国道２０１号 13.3 八木山バイパス

④ 国道２０１号 2.8 烏尾峠

⑤ 国道５７号 23.7 雲仙地区

⑥ 国道５７号 7.3 滝室坂

⑦ 国道１０号 24.4 立石峠・赤松峠

⑧ 国道２１０号 51.2 水分峠

⑨ 国道２２５号 12.4 川辺峠


【更新様式】令和２年度 予防的通行規制区間リスト(全体)



				番号 バンゴウ		路線 ロセン		延長
（km） エンチョウ		備考 ビコウ

				①		国道３号 コクドウ ゴウ		5.5		岡垣バイパス オカガキ

				②		国道２０１号 コクドウ ゴウ		9.3		八木山峠 ヤキヤマ トウゲ

				③		国道２０１号 コクドウ ゴウ		13.3		八木山バイパス ヤキヤマ

				④		国道２０１号 コクドウ ゴウ		2.8		烏尾峠 カラス オ トウゲ

				⑤		国道５７号 コクドウ ゴウ		23.7		雲仙地区 ウンゼン チク

				⑥		国道５７号 コクドウ ゴウ		7.3		滝室坂 タキ ムロ ザカ

				⑦		国道１０号 コクドウ ゴウ		24.4		立石峠・赤松峠 タテイシ トウゲ アカマツ トウゲ

				⑧		国道２１０号 コクドウ ゴウ		51.2		水分峠 ミズワケ トウゲ

				⑨		国道２２５号 コクドウ ゴウ		12.4		川辺峠 カワナベ トウゲ











参考★令和元年度 予防的通行規制区間リスト(全体)

				R1年度 予防的通行規制区間　一覧表 ヨボウテキ ツウコウ キセイ クカン

				番号 バンゴウ		図面番号
(地整図面） ズメン バンゴウ チセイ ズメン		整備局名 セイビキョク メイ		都道府県 トドウフケン		事務所名 ジムショ メイ		路線名 ロセンメイ		箇所名 カショ メイ		予防的通行規制区間 ヨボウテキ ツウコウ キセイ クカン						令和元年度
新規設定区間 レイ ワ ガンネン ド ヘイネンド シンキ セッテイ クカン		チェーン
規制区間 キセイ クカン		区間交通量[台/日] クカン コウツウリョウ ダイ ニチ						区間交通量[台/昼12h] クカン コウツウリョウ ダイ ヒル						区間外待避場 クカンガイ タイヒ ジョウ				左記の内民間活用施設 サキ ウチ ミンカン カツヨウ シセツ				チェーン着脱場・転回場[台] チャクダツ ジョウ テンカイ バ

																		起点 キテン		終点 シュウテン		延長（km） エンチョウ						計 ケイ		大型車 オオガタシャ		小型車 コガタシャ		計 ケイ		大型車 オオガタシャ		小型車 コガタシャ		起点側[台] キテン ガワ ダイ		終点側[台] シュウテン ガワ		起点側[台] キテン ガワ		終点側[台] シュウテン ガワ		起点側[台] キテン ガワ		終点側[台] シュウテン ガワ



				219		89-01		九州 キュウシュウ		福岡県		福岡国道・北九州国道		201		八木山峠		篠栗町
篠栗		飯塚市
蓮台寺		9.3						5,570		624		4,946		4,333		479		3854		0		0		0		0		4		2

				220		89-02		九州 キュウシュウ		福岡県		福岡国道・北九州国道		201		八木山バイパス		篠栗町
篠栗		飯塚市
弁分		13.3						24,572		4,513		20,059		18,627		3311		15316		0		0		0		0		4		6

				218		89-03		九州 キュウシュウ		長崎県		長崎河川国道		57		雲仙地区		南島原市
深江町乙字中尾尻		雲仙市
小浜町北本町字湯崎		23.7						2,387		150		2,237		2,098		134		1,964		0		5		0		0		2		4

				217		89-04		九州 キュウシュウ		熊本県		熊本河川国道		57		滝室坂		阿蘇市
波野大字小地野		阿蘇市
一の宮町大字坂梨		7.3						4,215		1,473		2,742		3,264		966		2298		300		100		0		100		3		4

				216		89-05		九州 キュウシュウ		大分県		大分河川国道		10		立石峠・赤松峠		宇佐市
大字岩崎		日出町
大字藤原		24.4						13,066		3,240		9,826		9,607		1912		7695		0		0		0		0		1		1

				221		89-06		九州 キュウシュウ		大分県		大分河川国道		210		水分峠		九重町
粟野		由布市
湯布院町川西		21.4						6,612		1,660		4,952		5,510		1207		4303		0		0		0		0		3		4

				222		89-07		九州 キュウシュウ		鹿児島県		鹿児島国道		225		川辺峠		南九州市
川辺町清水		鹿児島市
平川町		12.4						8,604		726		7,878		6,772		626		6146		141		0		0		0		1		1



















																																																		

関東地方整備局: 長岡国道で実施のため記入無し






																												

user: 琴浦東IC～琴浦船上山IC間						

user: 琴浦東IC～琴浦船上山IC間		

関東地方整備局: 高崎・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）						

関東地方整備局: 高崎・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）														

関東地方整備局: 下り：２６台
上り：７台		

関東地方整備局: 下り：８台
上り：５台		

関東地方整備局: 甲府・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）														

関東地方整備局: 長岡国道で実施のため記入無し
				

関東地方整備局: 長岡国道で実施のため記入無し
		

関東地方整備局: 甲府・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）





参考★平成30年度　予防的通行規制区間リスト（全体）

				Ｈ３０年度 予防的通行規制区間　一覧表 ヨボウテキ ツウコウ キセイ クカン

				番号 バンゴウ		図面番号
(地整図面） ズメン バンゴウ チセイ ズメン		整備局名 セイビキョク メイ		都道府県 トドウフケン		事務所名 ジムショ メイ		路線名 ロセンメイ		箇所名 カショ メイ		予防的通行規制区間 ヨボウテキ ツウコウ キセイ クカン						平成30年度
新規設定区間 ヘイセイ ネンド シンキ セッテイ クカン		チェーン
規制区間 キセイ クカン		区間交通量[台/日] クカン コウツウリョウ ダイ ニチ						区間交通量[台/昼12h] クカン コウツウリョウ ダイ ヒル						区間外待避場 クカンガイ タイヒ ジョウ				左記の内民間活用施設 サキ ウチ ミンカン カツヨウ シセツ				チェーン着脱場・転回場[台] チャクダツ ジョウ テンカイ バ

																		起点 キテン		終点 シュウテン		延長（km） エンチョウ						計 ケイ		大型車 オオガタシャ		小型車 コガタシャ		計 ケイ		大型車 オオガタシャ		小型車 コガタシャ		起点側[台] キテン ガワ ダイ		終点側[台] シュウテン ガワ		起点側[台] キテン ガワ		終点側[台] シュウテン ガワ		起点側[台] キテン ガワ		終点側[台] シュウテン ガワ



		ok		北海道開発局　（２６区間） ホッカイドウ カイハツキョク クカン																		433.3																		1,490		972		0		0		977		1,276

				1		81-1		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		小樽開建 オタル カイケン		5		稲穂峠 イナホ トウゲ		共和町
国富 キョウワチョウ クニトミ		仁木町
大江 ニキチョウ オオエ		7.9						6,723		1,442		5,281		5,518		1022		4496		20		-		-		-		25		35

				2		81-2		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		小樽開建 オタル カイケン		5		倶知安峠 クッチャン トウゲ		倶知安町
峠下 クッチャンチョウ トウゲシタ		共和町
ワイス キョウワチョウ		5.6						7,398		1,211		6,187		6,354		1028		5326		70		-		-		-		40		15

				3		81-3		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		小樽開建 オタル カイケン		5		目名峠 メナ トウゲ		黒松内町
白井川 クロマツナイチョウ シライ カワ		蘭越町
田下 ランコシチョウ タ シタ		7.3						2,095		458		1,637		1,791		392		1399		84		18		-		-		34		36

				4		81-4		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		函館開建・室蘭開建 ハコダテ カイケン ムロラン カイケン		37		静狩峠 シズカリ トウゲ		長万部町
静狩 オシャマンベチョウ シズカリ		豊浦町
礼文華 トヨウラチョウ レブン ハナ		11.4						3,765		1,376		2,389		2,810		771		2039		-		10		-		-		20		240

				5		81-5		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建 アサヒカワ カイケン		38		三の山峠 サン ヤマ トウゲ		富良野市
字西達布 フラノシ アザ ニシタップ		南富良野町
幾寅 ミナミフラノチョウ イクトラ		6.3						2,790		790		2,000		2,275		646		1629		20		120		-		-		40		64

				6		81-6		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・帯広開建 アサヒカワ カイケン オビヒロ カイケン		38		狩勝峠 カリカチトウゲ		南富良野町
字落合 ミナミフラノチョウ アザ オチアイ		新得町
新内 シントクチョウ シンナイ		15.7						2,790		790		2,000		2,275		646		1629		120		20		-		-		90		50

				7		81-7		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・網走開建 アサヒカワ カイケン アバシリ カイケン		39		石北峠 セキホクトウゲ		上川町
字層雲峡 カミカワチョウ アザ ソウウンキョウ		北見市留辺蘂町
富士見 キタミシ ルベシベチョウ フジミ		13.4						2,208		638		1,570		1,795		420		1375		30		60		-		-		60		69

				8		81-8		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		札幌開建・小樽開建 サッポロ カイケン オタル カイケン		230		中山峠 ナカヤマトウゲ		札幌市南区
定山渓温泉 サッポロシ ミナミク ジョウザンケイ オンセン		喜茂別町
川上 キモベツチョウ カワカミ		28.8						6,186		1,039		5,147		5,155		799		4356		36		-		-		-		25		23

				9		81-9		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		帯広開建・室蘭開建 オビヒロ カイケン ムロラン カイケン		236		野塚峠 ノツカ トウゲ		広尾町
上トヨイ基線 ヒロオチョウ ウエ キセン		浦河町
上杵臼 ウラカワチョウ ウエ キネ ウス		21.4						661		200		461		558		160		398		30		30		-		-		20		35

				10		81-10		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建 アサヒカワ カイケン		237		金山峠 カナヤマ トウゲ		南富良野町
字金山 ミナミフラノチョウ アザ カナヤマ		占冠村
字峠下 シムカップムラ アザ トウゲシタ		7.4						2,305		556		1,749		1,987		479		1508		30		110		-		-		30		30

				11		81-11		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・室蘭開建 アサヒカワ カイケン ムロラン カイケン		237		日高峠 ヒダカ トウゲ		占冠村
字アリサラップ シムカップムラ アザ		日高町
字日高 ヒダカチョウ アザ ヒダカ		6.3						2,032		556		1,476		1,505		412		1093		110		130		-		-		30		30

				12		81-12		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		網走開建・旭川開建 アバシリ カイケン アサヒカワ カイケン		239		天北峠 テンポク トウゲ		西興部村
奥興部 ニシオコッペムラ オク オコッペ		下川町
一の橋 シモカワチョウ イチ ハシ		6.8						839		181		658		699		145		554		72		30		-		-		28		30

				13		81-13		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・留萌開建 アサヒカワ カイケン ルモイ カイケン		239		霧立峠 キリタ トウゲ		幌加内町
添牛内 ホロカナイチョウ ソエウシナイ		苫前町
字霧立 トママエチョウ アザ キリタ		31.9						857		297		560		720		250		470		100		30		-		-		60		120

				14		81-14		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		釧路開建・網走開建 クシロ カイケン アバシリ カイケン		240		釧北峠 セン キタ トウゲ		釧路市
尻駒別 クシロシ シリ コマ ベツ		津別町
釧北峠 ツベツチョウ セン キタ トウゲ		10.7						1,534		611		923		1,278		540		738		56		118		-		-		26		68

				15		81-15		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		釧路開建 クシロ カイケン		241		永山峠 ナガヤマ トウゲ		弟子屈町
花クシベ テシカガチョウ ハナ		釧路市阿寒町
オクルシベ クシロシ アカンチョウ		24.9						1,645		447		1,198		1,431		361		1070		37		56		-		-		25		20

				16		81-16		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		網走開建・釧路開建 アバシリ カイケン クシロ カイケン		243		美幌峠 ビホロトウゲ		美幌町
古梅 ビホロチョウ フル ウメ		弟子屈町
ウランコシ テシカガチョウ		19.6						1,288		367		921		1,110		301		809		96		20		-		-		75		26

				17		81-17		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		網走開建・釧路開建 アバシリ カイケン クシロ カイケン		244		根北峠 ネ キタ トウゲ		斜里町
字越川 シャリチョウ アザ コシカワ		標津町
字金山 シベツチョウ アザ カナヤマ		21.8						738		181		557		595		164		431		84		26		-		-		68		27

				18		81-18		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		帯広開建・旭川開建 オビヒロ カイケン アサヒカワ カイケン		273		三国峠 ミクニトウゲ		上士幌町
三股 カミシホロチョウ ミマタ		上川町
層雲峡 カミカワチョウ ソウウンキョウ		31.4						926		248		678		787		211		576		30		30		-		-		25		30

				19		81-19		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・網走開建 アサヒカワ カイケン アバシリ カイケン		273		浮島峠 ウキシマ トウゲ		上川町
字中越 カミカワチョウ アザ ナカゴシ		滝上町
第五区 タキノウエチョウ ダイ ゴク		19.4						878		160		718		702		114		588		40		56		-		-		30		34

				20		81-20		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		室蘭開建 ムロラン カイケン		274		樹海ロード ジュカイ		むかわ町
穂別福山 チョウ ホベツ フクヤマ		日高町
日高 ヒダカチョウ ヒダカ		18.5						2,319		1,240		1,079		1,617		747		870		20		-		-		-		60		100

				21		81-21		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		室蘭開建・帯広開建 ムロラン カイケン オビヒロ カイケン		274		日勝峠 ニッショウトウゲ		日高町
大颱橋 ヒダカチョウ オオ ハシ		清水町
石山 シミズチョウ イシヤマ		37.7						2,969		1,292		1,677		2,120		565		1555		130		30		-		-		40		40

				22		81-22		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・稚内開建 アサヒカワ カイケン ワッカナイ カイケン		275		天北峠 テンポク トウゲ		音威子府村
音威子府 オトイネップムラ オトイネップ		中頓別町
字小頓別 ナカトンベツチョウ アザ ショウ トンベツ		12.1						699		139		560		587		117		470		60		18		-		-		30		26

				23		81-23		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		札幌開建 サッポロ カイケン		276		美笛峠 ビフエ トウゲ		千歳市
美笛 チトセシ ビフエ		千歳市
モラップ チトセシ		24.1						4,044		1,098		2,946		3,315		892		2423		138		-		-		-		39		20

				24		81-24		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・網走開建 アサヒカワ カイケン アバシリ カイケン		333		北見峠 キタミ トウゲ		上川町
字上越 カミカワチョウ アザ ジョウエツ		遠軽町
奥白滝 エンガルチョウ オクシラタキ		14.8						57		15		42		44		8		36		40		30		-		-		30		47

				25		81-25		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		釧路開建・網走開建 クシロ カイケン アバシリ カイケン		391		野上峠 ノガミ トウゲ		弟子屈町
跡佐登 テシカガチョウ アトサノボリ		小清水町
字もこと山 コシミズチョウ アザ ヤマ		12.3						1,413		356		1,057		1,208		323		885		37		30		-		-		20		47

				26		81-26		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		小樽開建 オタル カイケン		393		毛無峠 ケナシ トウゲ		小樽市
奥沢5丁目 オタルシ オクサワ チョウメ		赤井川村
常盤 アカイガワムラ トキワ		15.8						5,104		678		4,426		4,308		620		3688		-		-		-		-		7		14

		ok		東北地方整備局　（６６区間） トウホク チホウ セイビキョク クカン																		726.4																		1,888		2,364		1,806		2,178		800		994

				27		82-1		東北 トウホク		青森県 アオモリ ケン		青森河川国道 アオモリ カセン コクドウ		4		平内 ヒラナイ		平内町
狩場沢 ヒラナイ マチ カリバサワ		平内町
大字浜子 ヒラナイマチ オオアザ ハマゴ		9.0						10,963		2,379		8,584		8,913		1,932		6,981		－		－		－		－		25		20

				28		82-2		東北 トウホク		青森県 アオモリ ケン		青森河川国道 アオモリ カセン コクドウ		7		大釈迦・鶴ヶ坂 ツルガサカ		青森市
浪岡大釈迦 アオモリシ ナミオカ ダイシャカ		青森市
鶴ヶ坂 アオモリシ ツルガサカ		4.0						21,514		3,657		17,857		16,861		2,860		14,001		－		－		－		－		－		－

				29		82-3		東北 トウホク		青森県 アオモリ ケン		青森河川国道 アオモリ カセン コクドウ		104		烏沢 カラス サワ		八戸市
櫛引 ハチノヘシ クシビキ		八戸市
上野 ハチノヘシ ウワノ		2.1						16,186		1,424		14,762		12,577		1,110		11,467		－		15		－		15		－		－

				30		82-4		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		岩手河川国道 イワテ カセン コクドウ		4		奥中山 オク ナカヤマ		岩手町
江刈内 イワテマチ エカリナイ		一戸町
小鳥谷 イチノヘ マチ コズヤ		28.0						7,673		2,302		5,371		5,740		1,724		4,016		－		－		－		－		－		－

				31		82-5		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		岩手河川国道 イワテ カセン コクドウ		4		玉山 タマヤマ		滝沢市
滝沢 タキサワシ タキサワ		岩手町
江刈内 イワテマチ		21.1						11,404		2,475		8,929		8,510		1,847		6,663		－		128		－		128		－		－

				32		82-6		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		岩手河川国道 イワテ カセン コクドウ		4		山目・徳沢 やまのめ とくさわ		一関市
真柴 イチノセキシ マシバ		奥州市
前沢区 オウシュウシ マエ ク		20.1						13,266		3,462		9,804		10,127		2,647		7,480		－		－		－		－		－		－

				33		82-7		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		通岡峠 かよ おか とうげ		陸前高田市
気仙町 リクゼンタカタシ ケセンチョウ		大船渡市
大船渡町 オオフナトシ オオフナト マチ		13.8						1,848		316		1,532		1,553		266		1,287		－		71		－		71		－		－

				34		82-8		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		越喜来 おきらい		大船渡市
立根町 オオフナトシ タッコンチョウ		釜石市
松原町 カマイシシ マツバラチョウ		32.8						929		388		541		859		359		500		－		－		－		－		71		－

				35		82-9		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		釜石 かまいし		釜石市
両石町 カマイシシ リョウイシチョウ		釜石市
鵜住居 カマイシシ ウノスマイ		1.4						13,780		2,880		10,900		11,196		2,338		8,858		－		－		－		－		－		－

				36		82-10		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		織笠 おりかさ		山田町
船越 ヤマダマチ フナコシ		山田町
織笠 ヤマダマチ オリカサ		0.6						13,076		1,687		11,389		10,884		1,404		9,480		51		－		51		－		51		20

				37		82-11		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		ブナ峠 とうげ		山田町
大沢 ヤマダマチ オオサワ		山田町
豊間根 ヤマダマチ トヨマネ		5.4						13,011		2,381		10,630		10,789		1,972		8,817		71		－		51		－		－		15

				38		82-12		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		宮古 みやこ		宮古市
愛宕 ミヤコシ アタゴ		宮古市
田老 ミヤコシ タロウ		15.2						5,273		981		4,292		4,431		824		3,607		－		30		－		30		209		－

				39		82-13		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		水沢 みずさわ		宮古市
田老払川 ミヤコシ タロウ ハラ カワ		岩泉町
小本 イワイズミチョウ オモト		5.2						5,003		1,076		3,927		4,253		913		3,340		102		－		102		－		－		－

				40		82-14		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		岩泉 いわいずみ		岩泉町
小本 イワイズミチョウ オモト		岩泉町
小本 イワイズミチョウ オモト		2.3						930		122		808		845		111		734		－		113		－		113		－		－

				41		82-15		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		尾肝要 おかん よう		田野畑村
菅窪 タノハタムラ スガ クボ		田野畑村
七滝 タノハタムラ ナナタキ		4.7						163		41		122		142		36		106		113		－		113		－		113		－

				42		82-16		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		普代 ふだい		普代村
第16地割 フダイムラ ダイ チワリ		野田村
玉川 ノダムラ タマカワ		6.5						4,533		707		3,826		3,874		604		3,270		－		55		－		55		5		－

				43		82-17		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		野田峠 のだ とうげ		久慈市
宇部町 クジシ ウベチョウ		久慈市
長内町 クジシ オサナイチョウ		2.2						9,976		1,606		8,370		8,383		1,350		7,033		55		5		55		－		－		－

				44		82-18		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		宇津目峠 う つ め とうげ		久慈市
夏井町 クジシ ナツイチョウ		洋野町
小子内 ヒロノチョウ オコナイ		15.2						6,916		1,217		5,699		5,661		996		4,665		5		73		－		－		ー		－

				45		82-19		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		E46		仙人峠 せんにん とうげ		釜石市
甲子町 カマイシシ カシチョウ		遠野市
平野原 トオノシ ヒラノ ハラ		18.4						6,649		1,436		5,213		5,367		1,161		4,206		－		－		－		－		39		51

				46		82-20		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		4		大衡地区 おおひら ちく		大衡村
大衡 オオヒラムラ オオヒラ		大崎市
三本木音無 オオサキシ サンボンギ オトナシ		2.0						21,272		3,552		17,720		15,254		2,547		12,707		－		137		－		137		－		－

				47		82-21		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		4		築館地区 つきだて ちく		栗原市
高清水小山田 クリハラシ タカシミズ オヤマダ		栗原市
築館 クリハラシ ツキダテ		5.2						15,889		3,607		12,282		12,129		2,758		9,371		137		－		137		－		－		－

				48		82-22		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		6		山元地区 やまもと ちく		山元町
坂元上平北 ヤマモト マチ サカモト カミヒラ キタ		山元町
坂元堤入 ヤマモト マチ サカモト ツツミ イ		11.2						16,147		3,197		12,950		11,506		2,275		9,231		－		－		－		－		－		10

				49		82-23		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		45		左坂地区 あてら ざか ち く		松島町
根廻音無 ネマワリ オトナシ		東松島市
川下内響 カワクダ ウチ ヒビ		6.0						17,891		6,172		11,719		13,155		2,720		10,435		－		241		－		241		－		－

				50		82-24		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		45		横山峠 よこやま とうげ		登米市
津山町横山 ツヤマ マチ ヨコヤマ		南三陸町
戸倉 トクラ		9.5						6,372		1,485		4,887		5,088		1,188		3,900		－		－		－		－		138		－

				51		82-25		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		45		志津川・本吉 しづがわ もとよし		南三陸町
志津川小森 ミナミ サンリク マチ シヅ カワ コモリ		気仙沼市
本吉町三島 ケセンヌマシ モトヨシマチ ミシマ		27.5						12,884		2,577		10,307		11,055		2,216		8,839		－		－		－		－		－		56

				52		82-26		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		45		唐桑地区 からくわ ちく		気仙沼市
大峠山 ケセンヌマ オオ トウゲ ヤマ		気仙沼市
唐桑町 ケセンヌマシ カラクワ マチ		8.9						930		297		633		850		271		579		56		－		56		－		－		－

				53		82-27		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		7		象潟 きさかた		にかほ市
象潟町 シ キサカタマチ		にかほ市
象潟町 シ キサカタマチ		4.0						7,386		2,098		5,288		5,770		1,636		4,134		141		333		141		333		－		－

				54		82-28		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		7		八郎潟 はちろうがた		井川町
浜井川 イカワマチ ハマイ カワ		三種町
鹿渡 サン タネ マチ カド		7.1						8,821		1,561		7,260		7,257		1,281		5,976		－		－		－		－		－		123

				55		82-29		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		13		船岡 ふなおか		大仙市
船岡 ダイセン		大仙市
船沢 ダイセン		4.5						12,647		2,036		10,611		10,054		1,618		8,436		－		－		－		－		－		－

				56		82-30		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		46		刺巻 さしまき		仙北市
生保内 センボクシ		仙北市
卒田 センボクシ		11.7						7,102		1,080		6,022		5,968		907		5,061		－		35		－		－		－		－

				57		82-31		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		46		西長野 にし ながの		仙北市
角館町西長野 センボクシ		大仙市
協和稲沢 ダイセン サワ		1.3						5,859		1,090		4,769		4,926		914		4,012		－		133		－		133		－		－

				58		82-32		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		46		協和稲沢 きょうわ いなざわ		大仙市
協和稲沢 ダイセン サワ		大仙市
協和荒川 ダイセンシ		7.1						5,859		1,090		4,769		4,926		914		4,012		－		－		－		－		－		133

				59		82-33		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		山形河川国道・湯沢河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ ユザワ カセン コクドウ		13		雄勝峠 おがち とうげ		真室川町
及位 マムロガワマチ ノゾキ		湯沢市
横堀 ユザワシ ヨコボリ		11.9						3,445		927		2,518		2,617		704		1,913		－		85		－		85		－		58

				60		82-34		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		湯沢河川国道 ユザワ カセン コクドウ		13		峰吉川 みねよしかわ		大仙市
協和峰吉川 ダイセンシ キョウワ ミネヨシカワ		大仙市
協和上淀川 ダイセンシ キョウワ カミ ヨドカワ		4.6						11,000		1,496		9,504		8,928		1,213		7,715		51		－		51		－		－		10

				61		82-35		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		能代河川国道 ノシロ カセン コクドウ		7		北秋田 きた あきた		能代市
二ツ井町 ノシロシ フタ イマチ		大館市
長坂 オオダテシ ナガサカ		18.2						9,084		2,126		6,958		7,601		1,780		5,821		138		－		138		－		－		－

				62		82-36		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		13		赤湯 あかゆ		南陽市
赤湯 ナンヨウシ アカユ		南陽市
川樋 ナンヨウシ カワ トイ		4.0						15,375		2,383		12,992		12,106		1,876		10,230		－		－		－		－		－		－

				63		82-37		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		13		上台 うわ だい		新庄市
萩野 シンジョウシ ハギノ		金山町
山崎 カナヤママチ オオヤマザキ		3.3						8,537		1,357		7,180		6,371		1,013		5,358		－		－		－		－		－		－

				64		82-38		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		13		中田 なかた		金山町
金山 カナヤママチ カナヤマ		真室川町
及位 シン ムロカワ マチ ノゾキ		12.9						218		77		141		186		65		121		－		10		－		－		－		－

				65		82-39		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		47		蔵岡 くらおか		新庄市
升形 シンジョウシ マスカタ		戸沢村
古口 トサワ ムラ フルクチ		10.3						8,994		2,455		6,539		7,372		2,013		5,359		－		－		－		－		－		－

				66		82-40		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		47		古口 ふるくち		戸沢村
砂小沢 トサワ ムラ スナ コサワ		戸沢村
草薙 トサワ ムラ クサナギ		9.9						8,994		2,455		6,539		7,372		2,013		5,359		78		－		78		－		－		185

				67		82-41		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		112		月山沢 つき やま ざわ		西川町
水沢 ニシカワマチ ミズサワ		西川町
月山沢 ニシカワマチ ツキヤマ ザワ		8.8						3,882		1,033		2,849		3,353		892		2,461		100		15		100		－		30		17

				68		82-42		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		113		宇津 う つ		小国町
沼沢 オグニマチ ヌマ ザワ		飯豊町
手の子 イイトヨ マチ テ オオテ コ		10.0						6,872		1,759		5,113		5,353		1,373		3,980		－		148		－		148		－		－

				69		82-43		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		酒田河川国道 サカタ カセン コクドウ		7		由良坂 ゆら さか		鶴岡市
三瀬 ツルオカシ サンゼ		鶴岡市
中清水 ツルオカシ ナカシミズ		9.6						8,458		880		7,578		6,826		709		6,117		－		－		－		－		10		－

				70		82-44		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		福島河川国道 フクシマ カセン コクドウ		4		二本松 にほんまつ		二本松市
上竹 ニホンマツ シ カミ タケ		福島市
松川町 フクシマ シ マツカワ マチ		6.6						37,060		7,857		29,203		26,421		5,598		20,823		－		321		－		321		－		－

				71		82-45		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		福島河川国道 フクシマ カセン コクドウ		4		伏拝 ふし おがみ		福島市
松川町 フクシマ シ マツカワ マチ		福島市
黒岩 フクシマシ クロイワ		8.9						37,060		7,857		29,203		26,421		5,598		20,823		321		－		321		－		－		－

				72		82-46		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		4		白河・西郷 しらかわ にしごう		西郷村
小田倉 ニシゴウ オダクラ		白河市
小田川 シラカワシ オダ カワ		12.9						14,111		4,826		9,285		9,413		3,220		6,193		－		－		－		－		－		－

				73		82-47		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		4		須賀川 すかがわ		須賀川市
大黒町 スカガワシ オオグロ マチ		須賀川市
滑川 スカガワシ スベ カワ		5.8						33,591		6,181		27,410		23,166		4,261		18,905		－		－		－		－		－		－

				74		82-48		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		4		郡山 こおりやま		須賀川市
滑川 スカガワシ スベ カワ		郡山市
日和田町 コオリヤマシ ヒワダマチ		13.8						36,501		6,826		29,675		25,705		4,810		20,895		－		28		－		－		－		－

				75		82-49		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		田母神 たもがみ		平田村
蓬田新田 ヒラタ イシヒラ ヨモギ タ シンデン		郡山市
田村町 コオリヤマシ タムラ マチ		1.5						9,250		1,767		7,483		7,196		1,376		5,820		57		－		57		－		－		－

				76		82-50		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		中山峠 なかやま とうげ		郡山市
熱海町 コオリヤマシ アタミマチ		猪苗代町
堅田 イナワシロマチ カタダ		19.6						8,888		1,698		7,190		6,885		1,315		5,570		－		20		－		－		－		－

				77		82-51		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		猪苗代会津若松 いなわしろ あいづ わかまつ		猪苗代町
堅田 イナワシロマチ カタダ		会津若松市
一箕町 アイヅ ワカマツ シ イッキマチ		22.0						7,510		1,427		6,083		5,887		1,117		4,770		15		－		－		－		－		－

				78		82-52		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		藤峠 ふじ とうげ		会津坂下町
坂本 アイヅ サカ シタ マチ オオサカモト		西会津町
野沢 ニシ アイヅマチ オオノサワ		11.8						5,287		1,158		4,129		4,013		880		3,133		－		57		－		57		－		－

				79		82-53		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		鳥井峠 とりい とうげ		西会津町
野沢 ニシアイヅマチ オオノサワ		新潟県
阿賀町 ニイガタケン アガマチ		21.2						3,279		1,151		2,128		2,392		839		1,553		－		15		－		15		－		－

				80		82-54		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		6		富岡 とみおか		楢葉町
山田岡 ナラハ マチ ヤマダ オカ		富岡町
小浜中央 トミオカ マチ オバマ チュウオウ		11.1						10,360		4,258		6,102		7,623		3,132		4,491		－		－		－		－		－		113

				81		82-55		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		6		浪江 なみえ		富岡町
小浜中央 トミオカ マチ オバマ チュウオウ		浪江町
幾世橋知命寺 ナミエ マチ キヨハシ ハシ チ メイ ジ		18.0						10,360		4,258		6,102		7,623		3,132		4,491		－		ー		－		－		－		－

				82		82-56		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		6		南相馬・相馬 みなみそうま そうま		南相馬市
鹿島区 ミナミソウマシ カシマ ク		相馬市
日下石 ソウマシ クサカ イシ		6.6						9,720		875		8,845		7,683		693		6,990		25		－		－		－		－		67

				83		82-57		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		49		大利 おおり		いわき市
好間町 シ ス マ マチ		いわき市
三和町 シ ミワマチ		9.0						9,933		2,483		7,450		7,650		1,910		5,740		－		－		－		－		－		－

				84		82-58		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		49		長沢峠 ながさわ とうげ		いわき市
三和町 シ ミワマチ		いわき市
三和町 シ ミワマチ		18.6						9,933		2,483		7,450		7,650		1,910		5,740		－		ー		－		－		－		－

				85		82-59		東北 トウホク		岩手県・青森県 アオモリ ケン		青森河川国道・岩手河川国道 アオモリ カセン コクドウ イワテ カセン コクドウ		4		目時 めとき		二戸市（岩手県）
金田一 ニノヘ シ イワテ ケン キンダイチ		三戸町（青森県）
同心町 サンノヘ マチ アオモリケン ドウ シン チョウ		5.0						9,232		2,225		7,007		7,269		1,752		5,517		－		56		－		56		－		－

				86		82-60		東北 トウホク		秋田県・青森県 アキタ ケン アオモリ ケン		青森河川国道・能代河川国道 アオモリ カセン コクドウ ノシロ カセン コクドウ		7		矢立 やたて		大館市(秋田県)
白沢 オオダテ シ アキタ ケン シラサワ		平川市(青森県)
碇ヶ関 ヒラカワシ アオモリ ケン イカリガセキ		10.4						6,289		1,553		4,736		4,977		1,230		3,747		－		178		－		178		－		10

				87		82-61		東北 トウホク		福島県・宮城県 フクシマ ケン ミヤギ ケン		仙台河川国道・福島河川国道 センダイ カセン コクドウ フクシマ カセン コクドウ		4		国見峠 くにみ とうげ		国見町(福島県)
石母田 クニミチョウ イシ ハハ タ		白石市(宮城県)
斉川地蔵前 サイカワ ジゾウ マエ		10.8						12,869		4,620		8,249		8,695		3,122		5,573		－		－		－		－		44		18

				88		82-62		東北 トウホク		福島県・山形県 フクシマ ケン ヤマガタ ケン		山形河川国道・福島河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ フクシマ カセン コクドウ		13		栗子 くりこ		福島市(福島県)
飯坂町 フクシマ シ イイザカマチ		米沢市(山形県)
万世町 ヨネザワシ バンセイチョウ		23.8						8,196		2,369		5,827		6,029		1,745		4,284		－		－		－		－		－		－

				89		82-63		東北 トウホク		岩手県・秋田県 イワテ ケン アキタ ケン		岩手河川国道・秋田河川国道 イワテ カセン コクドウ アキタ カセン コクドウ		46		仙岩道路 せんがん どうろ		雫石町(岩手県)
橋場 シズクイシ マチ ハシバ		仙北市(秋田県)
田沢湖生保内 センボクシ		14.9						4,518		1,062		3,456		3,689		868		2,821		－		－		－		－		35		88

				90		82-64		東北 トウホク		宮城県・山形県 ミヤギ ケン ヤマガタ ケン		仙台河川国道・山形河川国道 センダイ カセン コクドウ ヤマガタ カセン コクドウ		47		鳴子地区 なるこ ちく		大崎市(宮城県)
鳴子温泉古戸前 オオサキシ ナルコ オンセン フルトマエ		最上町(山形県)
富沢 モガミマチ トミザワ		14.6						2,875		914		1,961		2,165		689		1,476		255		－		255		－		30		－

				91		82-65		東北 トウホク		宮城県・山形県 ミヤギ ケン ヤマガタ ケン		仙台河川国道・山形河川国道 センダイ カセン コクドウ ヤマガタ カセン コクドウ		48		関山峠 せきやま とうげ		仙台市(宮城県)
青葉区作並 センダイシ アオバク サクナミ		東根市(山形県)
大字関山 ヒガシネシ オオアザ セキ ヤマ		15.3						9,173		2,495		6,678		7,038		1,914		5,124		－		－		－		－		－		－

				92		82-66		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道・酒田河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ サカタ カセン コクドウ		112		月山道路 がっさん どうろ		西川町
月山沢 ニシカワマチ ツキ ヤマザワ		鶴岡市
上名川 ツルオカシ カミナガワ		26.7				○		6,812		1,165		5,647		5,724		979		4,745		117		62		100		62		－		－

		ok		関東地方整備局　（２０区間） カントウ チホウ セイビキョク クカン																		360.4																		1,232		1,685		210		579		271		253

				93		83-1		関東 カントウ		神奈川 カナガワ		横浜国道 ヨコハマ コクドウ		1		箱根新道 ハコネ シンドウ		箱根町
湯本 ハコネ ユモト		箱根町
箱根 ハコネ		13.8						11,604		4,034		7,570		8,409		2235		6174		0		0		0		0		10		0

				94		83-2		関東 カントウ		栃木県・福島県 トチギケン フクシマケン		宇都宮国道 ウツノミヤ コクドウ		4		那須地区 ナス チク		那須塩原市（栃木県）
鍋掛		西郷村(福島県)
小田倉		19.1						12,232		5,598		6,634		7,926		2,796		5,130		0		0		0		0		33

関東地方整備局: 下り：２６台
上り：７台		13

関東地方整備局: 下り：８台
上り：５台

				95		83-3		関東 カントウ		埼玉県 サイタマケン		大宮国道 オオミヤ コクドウ		16		高倉地区 タカクラ チク		入間市
小谷田 イルマシ コヤタ		入間市
河原町 イルマシ カワラチョウ		2.3						27,542		7,905		19,637		18,361		4,700		13,661		－		－		－		－		－		－

				96		83-4		関東 カントウ		埼玉県 サイタマケン		大宮国道 オオミヤ コクドウ		16		旭町地区 アサヒチョウ チク		川越市
脇田新町 カワゴエシ ワキタ シンマチ		川越市
小仙波 カワゴエシ コセンバ		4.1						38,051		9,665		28,386		25,006		5,526		19,480		－		－		－		－		－		－

				97		83-5		関東 カントウ		埼玉県 サイタマケン		大宮国道 オオミヤ コクドウ		17		熊谷BP持田IC部 クマガヤ モチダ ブ		行田市
持田 ギョウダシ モチダ		行田市
持田 ギョウダシ モチダ		0.3						53,322		18,396		34,926		36,370		11,202		25,528		－		－		－		－		－		－

				98		83-6		関東 カントウ		群馬県 グンマケン		高崎河川国道 タカサキ カセン		17		渋川～沼田地区		渋川市
上白井		沼田市
薄根町		14.8						20,251		17,273		2,978		15,305		13,166		2,139		130		62		0		0		-		-

				99		83-7		関東 カントウ		群馬県・新潟県 グンマケン ニイガタ ケン		高崎河川国道・長岡国道 タカサキ ナガオカ コクドウ		17		三国峠（三国峠・湯沢地区） ミクニ トウゲ ユザワ チク		みなかみ町（群馬県）
猿ヶ京		湯沢町(新潟県)
三国		12.1						2,023		1,515		508		1,650		1,364		286		0		-

関東地方整備局: 長岡国道で実施のため記入無し
		0		-

関東地方整備局: 長岡国道で実施のため記入無し
		23		-

関東地方整備局: 長岡国道で実施のため記入無し


				100		83-8		関東		群馬県・長野県 グンマケン ナガノケン		高崎河川国道・長野国道 タカサキ ナガノ コクドウ		18		碓氷バイパス・軽井沢バイパス カルイザワ		安中市(群馬県)
松井田町横川 グンマケン マツイ タ マチ ヨコカワ		小諸市(長野県)
平原 ナガノケン ヒラハラ		33.6						25,408

関東地方整備局: 高崎・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）		4,932		20,476		18,935

関東地方整備局: 高崎・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）		2,716		16,219		0		0		0		0		-		-

				101		83-9		関東		長野県 ナガノ ケン		長野国道 ナガノ コクドウ		18		野尻地区		長野市
豊野町蟹沢 ナガノ トヨノ マチ カニサワ		信濃町
野尻 ノジリ		23.7						8,145		6,635		1,510		6,903		5,778		1,125		0		50		0		0		35		50

				102		83-10		関東		長野県 ナガノ ケン		長野国道 ナガノ コクドウ		19		生坂地区		安曇野市
明科中川手 アヅミノ アカ		長野市
信州新町日原東 シンシュウ シンマチ ヒハラ ヒガシ		33.4						5,460		4,178		1,282		4,123		3,289		834		0		0		0		0		0		0

				103		83-11		関東		東京都・神奈川県		相武国道		20		大垂水峠		八王子市（東京都）
南浅川		相模原市（神奈川県）
緑区千木良		7.9						13,082		2,418		10,664		9,549		1,499		8,050		0		0		0		0		チェーン着脱場：0台
転回場：1箇所 チャクダツ バ ダイ テンカイ バ カショ		チェーン着脱場：0台
転回場：２箇所

				104		83-12		関東 カントウ		山梨県 ヤマナシケン		甲府 コウフ		20		上野原～甲州地区 ウエノハラ コウシュウ チク		上野原市
上野原 ウエノハラシ ウエノハラ		甲州市
勝沼町勝沼 コウシュウシ カツヌマチョウ カツヌマ		45.8						18,071		2,710		15,361		14,003		1,924		12,079		-		25		-		0		32		10

				105		83-13		関東		山梨県・長野県 ヤマナシケン ナガノケン		甲府河川国道・長野国道 コウフ カセン コクドウ ナガノ コクドウ		20		韮崎～北杜地区・富士見地区 フジミ チク		韮崎市(山梨県)
一ツ谷 ヤマナシケン ヒト タニ		茅野市(長野県)
宮川大河原 ナガノケン ミヤガワ オオカワラ		41.6						21,664

関東地方整備局: 甲府・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）		17,925		3,739		16,047

関東地方整備局: 甲府・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）		13,431		2,616		325		0		0		0		55		10

				106		83-14		関東		長野県 ナガノ ケン		長野国道 ナガノ コクドウ		20		塩尻地区		岡谷市
字堤ノ上 オカヤナガオカヤ アザ ツツミ ジョウ		塩尻市
塩尻町 シオジリ マチ		9.1						9,955		7,495		2,460		7,717		6,143		1,574		0		0		0		0		25		25

				107		83-15		関東 カントウ		群馬県 グンマケン		高崎河川国道 タカサキ カセン コクドウ		50		前橋～みどり地区		前橋市
今井町		みどり市
笠懸町鹿		12.2						21,343		4,543		121,340		14,963		2,829		12,134		0		0		0		0		-		-

				108		83-16		関東 カントウ		山梨県 ヤマナシケン		甲府 コウフ		52		南部～富士川地区 ナンブ フジカワ チク		南部町
万沢 ナンブ チョウ マン サワ		富士川町
鰍沢 フジカワチョウ カジカ サワ		49.4						16,687		2,567		14,120		12,969		1,566		11,403		-		803		-		79		30		30

				109		83-17		関東 カントウ		山梨県 ヤマナシケン		甲府 コウフ		138		山中湖地区 ヤマナカコ チク		山中湖村
平野 ヤマナカコムラ ヒラノ		山中湖村
平野 ヤマナカコムラ ヒラノ		2.9				○		6,939		1,056		5,883		5,427		767		4,660		210		300		210		300		10		不明 フメイ

				110		83-18		関東 カントウ		山梨県 ヤマナシケン		甲府 コウフ		139		鳴沢地区 ナルサワ チク		富士河口湖町
富士ケ嶺 フジカワグチコ マチ フジ ミネ		鳴沢村 ナルサワ ムラ		15.0						8,048		2,442		5,606		6,330		1,598		4,732		-		390		-		200		18		115

				111		83-19		関東 カントウ		山梨県 ヤマナシケン		甲府 コウフ		139		富士吉田～大月地区 フジヨシダ オオツキ チク		富士吉田市
下吉田 フジヨシダシ シモヨシダ		大月市
大月２丁目 オオツキ シ オオツキ チョウメ		18.4						20,611		1,933		18,678		15,555		1,596		13,959		567		55		0		0		0		0

				112		83-20		関東 カントウ		千葉県 チバ ケン		首都国道 シュト コクドウ		298		高谷JCT コウヤ		市川市
高谷地先 イチカワシ コウヤ チ サキ		市川市
高谷地先 イチカワシ コウヤ チ サキ		0.9						12,026		6,212		5,814		7,940		4162		3778		-		-		-		-		-		-

		ok		北陸地方整備局　（２０区間） ホクリク チホウ セイビキョク クカン																		233.0																		815		1,137		0		0		41		51

				113		84-1		北陸		新潟県 ニイガタケン		羽越河川国道 ウエツ カセン コクドウ		7		大須戸～上大鳥 オオスド カミオオトリ		村上市
大須戸 ムラカミシ オオスド		村上市
上大鳥 ムラカミシ カミオオトリ		15.3				○		5,871		2,874		3,376		4,414		1766		2648		0		0		0		0		5		5

				114		84-2		北陸		新潟県 ニイガタケン		羽越河川国道 ウエツ カセン コクドウ		E7		日本海沿岸東北自動車道
（荒川胎内IC～朝日まほろばIC） ニホンカイ エンガン トウホク ジドウシャドウ		荒川胎内IC
（村上市南新保） アラカワ タイナイ ムラカミシ ミナミシンボ		朝日まほろばIC
（村上市猿沢） アサヒ ムラカミシ サルサワ		21.0						13,117		2,750		10,367		10,329		1886		8443		0		261		0		0		0		0

				115		84-3		北陸		新潟県 ニイガタケン		新潟国道 ニイガタ コクドウ		49		三郷チェーン着脱場～新潟・福島県境		阿賀町
鳥井 アガマチ トリイ		阿賀町
野村 アガマチ ノムラ		8.7						3,747		1,170		2,577		3,022		873		2149		0		0		0		0		0		10

				116		84-4		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		8		中之島地区		見附市
坂井町 ミツケシ サカイマチ		長岡市
福島町 ナガオカシ フクシママチ		10.2						35,368		6,674		28,694		27,174		4789		22385		0		0		0		0		0		0

				117		84-5		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		8		曽地地区		長岡市
宮本 ミヤモト		柏崎市
曽地 ソチ		16.2						10,618		1,502		9,116		8,397		1281		7116		0		0		0		0		0		0

				118		84-6		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		8		米山地区		柏崎市
米山台 ヨネヤマダイ		柏崎市
米山 ヨネヤマ		14.5						10,258		2,486		7,772		7,872		1829		6043		0		0		0		0		0		0

				119		84-7		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		17		川口地区		魚沼市
下島 シモジマ		小千谷市
木津 キヅ		9.0						16,682		3,183		13,499		12,357		2076		10281		0		0		0		0		0		0

				120		84-8		北陸		新潟県（群馬県） ニイガタケン グンマケン		長岡国道（高崎河川国道） ナガオカ コクドウ タカサキ カセン コクドウ		17		湯沢地区（湯沢地区・三国峠） ユザワ チク ミクニ トウゲ		湯沢町(新潟県)三国
(みなかみ町(群馬県)猿ヶ京) ユザワ ニイガタケン ミクニ マチ グンマケン サルガキョウ		南魚沼市(新潟県)
関 ニイガタケン セキ		32.5						13,607		3,072		10,535		10,714		2164		8550		0		0		0		0		0		7

				121		84-9		北陸		新潟県 ニイガタケン		高田河川国道 タカダ カセン コクドウ		8		柿崎		上越市
柿崎区柿崎 ジョウエツシ カキザキク カキザキ		上越市
大潟区渋柿浜 ジョウエツシ オオガタク シブ カキ ハマ		11.1						8,969		3,187		5,782		6,644		2159		4485		34		33		0		0		0		0

				122		84-18		北陸		新潟県 ニイガタケン		高田河川国道 タカダ カセン コクドウ		8		名立 ナダチ		上越市
虫生岩戸 ジョウエツシ ムシュウイワト		糸魚川市
筒石 イトイガワシ ツツイシ		20.7		○				15,499		3,085		12,414		12,087		2124		9963		43		448		0		0		0		0

				123		84-10		北陸		新潟県 ニイガタケン		高田河川国道 タカダ カセン コクドウ		8		親不知		糸魚川市
外波 イトイガワシ トナミ		糸魚川市
市振 イトイガワシ イチブリ		7.4						4,590		2,531		2,059		2,558		1234		1324		241		68		0		0		0		0

				124		84-11		北陸		新潟県 ニイガタケン		高田河川国道 タカダ カセン コクドウ		18		妙高		妙高市
猪野山 ミョウコウシ イノヤマ		妙高市
関川 ミョウコウシ セキカワ		19.8						16,096		3,636		12,460		11,542		1981		9561		71		249		0		0		0		0

				125		84-19		北陸		富山県 トヤマケン		富山河川国道 トヤマ カセン コクドウ		8		大光寺 ダイコウジ		魚津市
友道 ウオヅシ トモミチ		魚津市
大光寺 ウオヅシ ダイコウジ		1.0		○				15,458		2,046		13,412		11,564		1569		9995		0		0		0		0		0		0

				126		84-12		北陸		富山県 トヤマケン		富山河川国道 トヤマ カセン コクドウ		8		小矢部		高岡市
福岡町木舟 タカオカシ フクオカマチ キフネ		津幡町
九折 ツバタマチ キュウ オ		9.7						17,960		4,853		13,107		13,304		3144		10160		266		0		0		0		0		3

				127		84-13		北陸		富山県 トヤマケン		富山河川国道 トヤマ カセン コクドウ		41		庵谷		富山市
猪谷 トヤマシ イノタニ		富山市
庵谷 トヤマシ イオリダニ		4.5						5,928		1,826		4,102		4,449		1064		3385		0		0		0		0		10		0

				128		84-14		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		8		九折～舟橋JCT フナハシ		津幡町
九折 ツバタマチ キュウ オ		津幡町
舟橋 ツバタマチ フナハシ		8.8						16,395		4,650		11,745		12,059		3023		9036		0		0		0		0		0		16

				129		84-15		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		8		東山IC～八幡IC		八幡IC
（小松市八幡） ヤハタ コマツシ ヤハタ		東山IC
（小松市東山町） ヒガシヤマ コマツシ ヒガシ ヤマ マチ		2.0						38,226		7,183		31,043		29,203		4917		24286		0		78		0		0		0		0

				130		84-16		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		8		松山～加茂		加賀市
松山町 カガシ マツヤママチ		加賀市
加茂町 カガシ カモマチ		3.3						21,820		5,497		16,323		15,896		3422		12474		78		0		0		0		0		0

				131		84-20		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		8		熊坂交差点～福井県境 クマサカ コウサテン フクイ ケンキョウ		加賀市
熊坂 カガ シ クマサカ		加賀市
熊坂（福井県境） カガシ クマサカ フクイ ケンキョウ		3.4		○				13,533		4,826		8,707		9,298		2577		6721		82		0		0		0		10		10

				132		84-17		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		160		大田～七尾大泊IC口		七尾市
大田町 ナナオシ オオタマチ		七尾市
大泊町 ナナオシ オオドマリ マチ		13.9						1,749		166		1,583		1,443		146		1297		0		0		0		0		16		0

		ok		中部地方整備局　（３１区間） チュウブ チホウ セイビキョク クカン																		275.5																		721		1,180		6		414		589		677

				133		85-1		中部 チュウブ		愛知県・岐阜県 アイチケン		多治見砂防国道 タジミ サボウ コクドウ		19		内津峠 ウツツ トウゲ		春日井市（愛知県）
内津町北山 カスガイシ アイチケン ウチ ヅ マチ キタヤマ		多治見市（岐阜県）
富士見町 タジミシ ギフケン フジミ マチ		1.1						38,843		6,809		32,034		26,419		4,270		22,149		16		16		0		0		7		4

				134		85-2		中部 チュウブ		岐阜県		多治見砂防国道 タジミ サボウ コクドウ		19		槙ヶ根 マキ ネ		恵那市
武並町竹折 エナシ タケナミチョウ タケオリ		恵那市
長島町中野 エナシ ナガシマチョウ ナカノ		1.5						21,491		11,330		10,161		13,533		6,030		7,503		6		5		0		0		4		4

				135		85-3		中部 チュウブ		岐阜県		多治見砂防国道 タジミ サボウ コクドウ		19		中津川 ナカツガワ		中津川市
落合 ナカツガワシ オチアイ		中津川市
山口 ナカツガワシ ヤマグチ		3.9						17,002		6,585		10,417		11,316		3,471		7,845		6		7		6		0		6		4

				136		85-4		中部 チュウブ		岐阜県		多治見砂防国道 タジミ サボウ コクドウ		21		次月峠 ツギ ツキ トウゲ		土岐市
泉町定林寺 トキシ イズミチョウ ジョウリンジ		御嵩町
美佐野 ミタケチョウ ミ サ ノ		4.4						9,547		3,484		6,063		6,630		1,743		4,887		2		2		0		0		6		6

				137		85-5		中部 チュウブ		岐阜県		岐阜国道 ギフ コクドウ		21		山中峠 ヤマナカ トウゲ		関ヶ原町
松尾 セキガハラ チョウ マツオ		関ヶ原町
今須 セキガハラ チョウ		2.0						11,787		4,214		7,573		8,188		2,592		5,596		0		0		0		0		22		9

				138		85-6		中部 チュウブ		岐阜県		岐阜国道 ギフ コクドウ		41		坂ノ東 サカ ヒガシ		白川町
河東		白川町
坂ノ東		0.9						4,806		1,261		3,545		3,641		743		2,898		－		－		－		－		108		0

				139		85-7		中部 チュウブ		岐阜県		高山国道 タカヤマ コクドウ		41		宮峠 ミヤ トウゲ		高山市
久々野町無数河 タカヤマシ クグノチョウ		高山市
一之宮町 タカヤマシ イチ ノ ミヤ マチ		6.6						8,736		1,662		7,074		6,879		919		5960		10		55		－		－		0		0

				140		85-8		中部 チュウブ		岐阜県		高山国道 タカヤマ コクドウ		41		数河峠 カズ カワ トウゲ		飛騨市
古川町野口 ヒダシ フルカワチョウ ノグチ		飛騨市
神岡町堀之内 ヒダシ カミオカチョウ ホリノウチ		16.6						5,619		1,442		4,177		4,606		972		3634		5		0		－		－		90		60

				141		85-9		中部 チュウブ		岐阜県		高山国道 タカヤマ コクドウ		41		吉ヶ原 ヨシ ハラ		飛騨市
神岡町船津 ヒダシ カミオカチョウ フナツ		飛騨市
神岡町東茂住 ヒダシ カミオカチョウ ヒガシモズミ		11.7						5,102		1,787		3,315		3,719		1064		2655		15		15		－		－		45		35

				142		85-10		中部 チュウブ		岐阜県		高山国道 タカヤマ コクドウ		E67		中部縦貫自動車道
（高山IC～飛騨清見IC） チュウブ ジュウカン ジドウシャ ミチ タカヤマ ヒダ キヨミ		高山IC
（高山市上切町） タカヤマ タカヤマシ カミギリ マチ		飛騨清見IC
（高山市清見町夏厩） ヒダ キヨミ タカヤマシ キヨミ マチ		15.2						5,631		1,084		4,547		4,701		805		3896		－		－		－		－		0		0

				143		85-11		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		沼津河川国道 ヌマヅ カセン コクドウ		1		箱根 ハコネ		函南町
大字桑原字茨ヶ平 カンナミチョウ オオアザ クワバラ		函南町
大字桑原字枯木 カンナミチョウ オオアザ クワバラ		3.7						9,872		4,068		5,804		6,670		2442		4228		29		113		0		113		0		0

				144		85-12		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		沼津河川国道 ヌマヅ カセン コクドウ		E70		伊豆縦貫自動車道
（函南塚本IC～沼津岡宮IC） イズ ジュウカン ジドウシャ ミチ		函南塚本IC
(函南町塚本) カンナミ ツカモト		沼津岡宮IC
(沼津市岡宮) ヌマヅ オカノミヤ		16.8						47,730		5,264		42,466		36,587		4098		32489		144		0		0		0		0		0

				145		85-13		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		静岡国道 シズオカ コクドウ		52		内房 ウチボウ		静岡市
清水区宍原 シズオカ シ シミズ ク ハラ		富士宮市
内房 フジノミヤ シ ウチ フサ		6.9						5,835		2,359		3,476		4,221		1565		2656		0		甲府河川国道側 コウフ カセン コクドウ ガワ		0		甲府河川国道側 コウフ カセン コクドウ ガワ		0		甲府河川国道側 コウフ カセン コクドウ ガワ

				146		85-14		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		沼津河川国道 ヌマヅ カセン コクドウ		138		須走 スバシリ		小山町
須走字矢彈山 オヤマチョウ スバシリ		小山町
須走字御登口 オヤマチョウ スバシリ オ ノボリグチ		5.3				○		7,582		853		6,729		6,078		633		5445		0		50		0		50		0		128

				147		85-15		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		静岡国道 シズオカ コクドウ		139		朝霧 アサギリ		富士宮市
外神東町 フジノミヤ シ ソト カミ ヒガシ チョウ		富士宮市
根原 フジノミヤ シ ネ ハラ		22.1						14,719		3,225		11,494		11,204		2132		9072		0		甲府河川国道側 コウフ カセン コクドウ ガワ		0		甲府河川国道側 コウフ カセン コクドウ ガワ		0		甲府河川国道側 コウフ カセン コクドウ ガワ

				148		85-16		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		沼津河川国道 ヌマヅ カセン コクドウ		246		小山 コヤマ		小山町
大字生土 オヤマチョウ オオアザ イ ド		小山町
大字棚頭 オヤマチョウ オオアザ タナガシラ		6.2						17,148		7,464		9,684		11,746		4347		7399		0		86		0		0		0		0

				149		85-17		中部 チュウブ		愛知県・静岡県 アイチケン シズオカケン		浜松河川国道 ハママツ カセン コクドウ		E69		三遠南信自動車道
（鳳来峡IC～いなさ北IC） サン トオシ ミナミ シン ジドウシャ ドウ ホウライキョウ キタ		鳳来峡IC（愛知県）
（新城市名号） ホウライ キョウ アイチケン シンシロシ ミョウゴウ		いなさ北IC（静岡県）
（浜松市北区引佐町東黒田） キタ シズオカケン ハママツシ キタ ク ヒ サ マチ ヒガシ クロ タ		13.0						2,047		1,679		368		1,718		1412		306		0		0		0		0		0		－

				150		85-18		中部 チュウブ		愛知県 アイチ ケン		名古屋国道 ナゴヤ コクドウ		153		明川 アケガワ		豊田市
明川町 トヨタシ メイ カワ チョウ		豊田市
桑原町 トヨタシ クワハラ チョウ		12.3						5,608		972		4,636		4,700		731		3969		8		1		－		－		1		1

				151		85-19		中部 チュウブ		愛知県 アイチ ケン		名古屋国道 ナゴヤ コクドウ		153		大野瀬 オオ ノセ		豊田市
稲武町 トヨタシ イナブ チョウ		豊田市
大野瀬町 トヨタシ オオノセチョウ		9.5						3,116		775		2,341		2,617		562		2055		1		2		－		－		1		1

				152		85-20		中部 チュウブ		三重県・滋賀県 ミエケン シガ ケン		三重河川国道 ミエ カセン コクドウ		1		鈴鹿峠 スズカ トウゲ		亀山市（三重県）
関町沓掛 カメヤマシ ミエケン クツカケ		甲賀市（滋賀県）
土山町山中 コウガ シ シガケン ツチヤマチョウ ヤマ ナカ		4.6						4,265		1,972		2,293		3,096		1,326		1,770		65		45		－		－		70		45

				153		85-21		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		北勢国道 ホクセイ コクドウ		E25		名阪国道
（関IC～伊賀IC）		関IC
(亀山市関町萩原)		伊賀IC
(伊賀市柘植町)		14.1						49,093		25,017		24,076		32,121		13,914		18,207		－		122		-		36		－		－

				154		85-22		中部 チュウブ		奈良県 ナラケン		北勢国道 ホクセイ コクドウ		E25		名阪国道
（五月橋IC～針IC）		五月橋IC
(山添村遅瀬) サツキ ハシ		針IC
(奈良市針町) ハリ		14.2						45,765		24,880		20,885		30,868		15,092		15,776		－		－		－		－		－		－

				155		85-23		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		紀勢国道 キセイ コクドウ		42		多気 タキ		多気町
前村 タキチョウ マエ ムラ		多気町
丹生 タキチョウ ニュウ		1.1						10,048		1,471		8,577		7,563		1,142		6,421		0		52		0		0		0		0

				156		85-24		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		紀勢国道 キセイ コクドウ		42		大台・大紀		大台町
下三瀬 オオダイチョウ シモ サン セ		大紀町
柏野 タイキチョウ カシワ ノ		16.5						11,101		1,212		9,889		8,840		960		7,880		0		0		0		0		0		0

				157		85-25		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		紀勢国道 キセイ コクドウ		42		荷坂峠		大紀町
大内山 タイキチョウ オオウチヤマ		紀北町
東長島 キホクチョウ ヒガシ ナガシマ		3.6						4,663		763		3,900		3,834		561		3,273		0		64		0		0		2		0

				158		85-26		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		紀勢国道 キセイ コクドウ		42		矢ノ川峠		尾鷲市
南浦 オワセシ ミナミ ウラ		熊野市
飛鳥町大又 クマノシ アスカ マチ オオマタ		11.5						911		121		790		740		97		643		42		23		－		－		2		0

				159		85-27		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		19		木曽町内 キソ チョウ ナイ		木曽町
福島		木曽町
新開		8.2						11,821		4,792		7,029		8,517		2650		5867		83		91		－		-		30		100

				160		85-28		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		19		木曽北部 キソ ホクブ		木曽町
日義		塩尻市
宗賀 ソウガ		24.0						13,602		7,476		6,126		9,903		2462		7441		167		236		0		215		100		7

				161		85-29		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		153		治部坂峠 ジブ ザカ トウゲ		平谷村
柳平		阿智村
浪合		7.2						2,992		653		2,339		2,483		427		2056		122		195		－		－		30		242

				162		85-30		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		E69		三遠南信自動車道
（飯田山本IC～天龍峡IC） サン トオシ ミナミ シン ジドウシャ ドウ イイダ ヤマモト テンリュウ キョウ		飯田山本IC
(飯田市山本)		天龍峡IC
(飯田市川路)		7.1						2,594		410		2,184		2,119		321		1798		－		－		－		－		50		24

				163		85-31		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		E69		三遠南信自動車道
（龍江IC～飯田上久堅・喬木富田IC） サン トオシ ミナミ シン ジドウシャ ドウ タツエ イイダ カミヒサカタ タカギ トミタ		龍江IC
(飯田市龍江) タツエ タツエ		飯田上久堅・喬木富田IC
(飯田市上久堅) イイダ カミヒサカタ タカギ トミタ カミヒサカタ		3.7		○				240		23		217		224		21		203		－		－		－		－		15		7

		ok		近畿地方整備局　（１７区間） キンキ チホウ セイビキョク クカン																		252.4																		367		472		0		31		42		90

				164		86-1		近畿 キンキ		滋賀県・京都府 シガケン キョウトフ		滋賀国道・京都国道 シガ コクドウ キョウト コクドウ		1		逢坂山･山科･東山		大津市(滋賀県)
逢坂 オオツシ シガケン ア サカ		京都市(京都府)
東山区 キョウトシ キョウトフ ヒガシヤマク		10.2						36,496		4,230		32,266		24,293		2328		21965		0		0		0		0		0		0

				165		86-2		近畿 キンキ		福井県 フクイケン		福井河川国道 フクイ カセン コクドウ		8		石川県境～坂井市丸岡町羽崎交差点		あわら市
牛ノ谷 シ ウシ タニ		坂井市
丸岡町羽崎 サカイシ マルオカ チョウ ハザキ		17.2				○		13,644		5,143		8,501		9,626		2987		6639		0		67		0		31		5		11

				166		86-3		近畿 キンキ		福井県 フクイケン		福井河川国道 フクイ カセン コクドウ		8		越前市塚原～敦賀市岡山		越前市
塚原 エチゼン シ ツカバラ		敦賀市
岡山 ツルガシ オカヤマ		33.4						8,092		4,242		3,850		5,019		2222		2797		0		0		0		0		0		11

				167		86-4		近畿 キンキ		福井県 フクイケン		福井河川国道 フクイ カセン コクドウ		8		敦賀市岡山～敦賀市新道		敦賀市
岡山 ツルガシ オカ ヤマ		敦賀市
新道 ツルガシ シンドウ		13.0						5,232		2,422		2,810		3,296		1247		2049		0		0		0		0		0		0

				168		86-5		近畿 キンキ		京都府 キョウトフ		福知山河川国道 フクチヤマ カセン コクドウ		9		夜久野		福知山市
夜久野町日置 フクチヤマシ ヤクノチョウ ヘキ		福知山市
夜久野町小倉 フクチヤマシ ヤクノチョウ オグラ		5.2						8,792		2,364		6,428		6,876		1,692		5,184		0		170		0		0		0		0

				169		86-6		近畿 キンキ		京都府 キョウトフ		福知山河川国道 フクチヤマ カセン コクドウ		9		三和		京丹波町
坂井 キョウタンバチョウ サカイ		福知山市
三俣 フクチヤマシ ミマタ		19.2						11,601		2,064		9,537		9,157		1,440		7,717		0		0		0		0		0		0

				170		86-7		近畿 キンキ		兵庫県 ヒョウゴ ケン		豊岡河川国道 トヨオカ カセン コクドウ		9		養父市関宮～新温泉町歌長 ヤブシ セキ ミヤ シンオンセンチョウ ウタ オサ		養父市
関宮		新温泉町
歌長		32.4						8,774		1,838		6,936		7,357		1,407		5,950		105		0		0		0		10		37

				171		86-8		近畿 キンキ		奈良 ナラ		奈良 ナラ		25号 ゴウ		名阪国道 メイハン コクドウ		天理東IC テンリ ヒガシ		針IC ハリ		15.4						51,894		26,184		25,710		34,828		15603		19225		0		0		0		0		0		0

				172		86-9		近畿 キンキ		福井県 フクイ ケン		福井河川国道 フクイ カセン コクドウ		27		三方上中郡若狭町気山～小浜市遠敷		若狭町
気山 ワカサチョウ キヤマ		小浜市
遠敷 オバマシ オニュウ		24.9						7,202		1,916		5,286		5,335		1078		4257		0		0		0		0		0		0

				173		86-10		近畿 キンキ		福井県・京都府 フクイケン キョウトフ		福知山河川国道 フクチヤマ カセン コクドウ		27		舞鶴		高浜町（福井県）
六路谷 タカハマチョウ フクイケン ロクロダニ タニ		舞鶴市（京都府）
北田辺 マイヅルシ キョウトフ キタタナベ		16.3						18,685		3,382		15,303		14,673		2,270		12,403		0		0		0		0		0		3

				174		86-11		近畿 キンキ		兵庫県 ヒョウゴケン		姫路河川国道事務所 ヒメジカセン コクドウ ジムショ		29		宍粟市波賀町赤西～戸倉 シソウシ ハガチョウ アカニシ トクラ		宍粟市波賀町赤西 シソウシ ハガチョウ アカニシ		宍粟市
波賀町戸倉 シソウシ ハガチョウ トクラ		15.2						777		157		620		663		121		542		29		0		0		0		0		0

				175		86-12		近畿 キンキ		福井県・滋賀県 フクイケン シガケン		福井河川国道・滋賀国道 フクイ カセン コクドウ シガ コクドウ		161		国境･山中		敦賀市(福井県)
疋田 ツルガシ フクイ ケン ヒキタ		高島市（滋賀県）
マキノ町野口 タカシマシ シガケン チョウ ノグチ		12.8						6,349		3,498		2,851		3,825		1645		2180		0		67		0		0		0		0

				176		86-13		近畿 キンキ		滋賀県 シガケン		滋賀国道 シガ コクドウ		161		湖西道路(真野IC）～志賀BP（北小松)		大津市
北小松 オオツシ キタコマツ		真野IC
（大津市真野大野） マノ オオツシ マノ オオノ		16.1						18,344		4,405		13,939		13,249		2460		10789		0		0		0		0		0		28

				177		86-14		近畿 キンキ		兵庫県 ヒョウゴ ケン		豊岡河川国道 トヨオカ カセン コクドウ		E72		北近畿豊岡自動車道
(山東IC～遠阪トンネル：春日JCT方面) キタ キンキ トヨオカ ジドウシャ ドウ サンドウ ヒガシ トオザカ カスガ ホウメン		山東ＩＣ
（朝来市山東町） サントウ アサゴシ サントウ マチ		朝来市
山東町柴 アサ ク シ サントウチョウ シバ		1.3						7,691		2,099		5,592		6,263		1,609		4,654		233		168		0		0		27		0

				178		86-15		近畿 キンキ		和歌山県 ワカヤマケン		和歌山河川国道 ワカヤマ カセン コクドウ		42		水越峠 ミズコシ トウゲ		広川町
井関 ヒロカワチョウ イセキ		由良町
畑 ユラチョウ ハタケ		6.0						7,981		1,313		6,668		6,385		1066		5319		0		0		0		0		0		0

				179		86-16		近畿 キンキ		滋賀県 シガケン		滋賀国道 シガ コクドウ		161		鵜川 ウカワ		高島市
勝野 タカシマシ カツノ		大津市
北小松 オオツシ キタコマツ		8.2						14,932		4,152		10,780		10,495		2274		8221		0		0		0		0		0		0

				180		86-17		近畿 キンキ		滋賀県 シガケン		滋賀国道 シガ コクドウ		161		西大津BP
（藤尾南ランプ～南志賀ランプ） ニシオオツ フジオ ミナミ ミナミ シガ		大津市
高砂町 オオツシ タカサゴ マチ		大津市
追分町 オオツシ オイワケ マチ		5.6						38,959		7,090		31,869		27,453		4415		23038		0		0		0		0		0		0

		ok		中国地方整備局　（２５区間） チュウゴク チホウ セイビキョク クカン																		386.1																		4,117		3,123		2,741		2,166		258		361

				181		87-1		中国 チュウゴク		鳥取県 トットリケン		鳥取河川国道 トットリ カセン コクドウ		9		鳥取市伏野～浜村		鳥取市
伏野		鳥取市
気高町浜村		9.2						26,363		22,236		4,127		20,480		17,552		2,928		70		50		20		0		H30補正で検討 ホセイ ケントウ		H30補正で検討 ホセイ ケントウ

				182		87-2		中国 チュウゴク		兵庫県・鳥取県 ヒョウゴケン トットリケン		鳥取河川国道 トットリ カセン コクドウ		29		戸倉峠 トクラ トウゲ		宍粟市（兵庫県）
波賀町戸倉 ヒョウゴケン トクラ		若桜町（鳥取県）
小船 トットリケン		7.0						827		668		159		706		583		123		29		30		0		0		1		10

				183		87-3		中国 チュウゴク		岡山県・鳥取県 オカヤマケン トットリケン		岡山国道・鳥取河川国道 オカヤマ コクドウ トットリ カセン コクドウ		53		黒尾峠 クロオ トウゲ		奈義町（岡山県）
関本		智頭町（鳥取県）
野原		12.7						3,004		2,019		985		2,363		1,644		719		134		30		0		0		10		10

				184		87-4		中国 チュウゴク		岡山県・鳥取県 オカヤマ ケン トットリケン		鳥取河川国道 トットリ カセン コクドウ		E29		鳥取自動車道（大原IC～河原IC） トットリ ジドウシャ ドウ オオハラ カワハラ		美作市（岡山県）
中町 オカヤマケン		鳥取市（鳥取県）
河原町高福 トットリケン		40.8						10,254		7,908		2,346		7,756		6,250		1,506		50		70		50		50		20		20

				185		87-5		中国 チュウゴク		鳥取県 トットリケン		鳥取河川国道・倉吉河川国道 トットリ カセン コクドウ クラヨシ カセン コクドウ		E9		山陰道（八束水交差点～はわいIC） サンインドウ ヤツカ ミズ コウサテン		鳥取市
気高町八束水		湯梨浜町
はわい長瀬		15.4						23,431		19,305		4,126		18,509		15,612		2,897		50		121		0		0		10		10

				186		87-6		中国 チュウゴク		鳥取県 トットリケン		倉吉河川国道事務所 クラヨシ カセン コクドウ ジムショ		E9		山陰道（大栄東伯IC～米子西IC） サンインドウ ダイエイ トウハク ヨナゴ ニシ		北栄町
大谷 ホクエイチョウ オオタニ		米子市
陰田町 ヨナゴシ インダチョウ		42.4						14,487

user: 琴浦東IC～琴浦船上山IC間		3,413		11,074		11,230

user: 琴浦東IC～琴浦船上山IC間		

関東地方整備局: 高崎・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）						

関東地方整備局: 高崎・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）														

関東地方整備局: 下り：２６台
上り：７台		

関東地方整備局: 下り：８台
上り：５台		

関東地方整備局: 甲府・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）														

関東地方整備局: 長岡国道で実施のため記入無し
				

関東地方整備局: 長岡国道で実施のため記入無し
		

関東地方整備局: 甲府・長野区間のため、長野の数値を採用（最大）		2179		9051		148		250		0		0		-		-

				187		87-22		中国 チュウゴク		島根県 シマネケン		松江国道 マツエコクドウ		9		国道9号道の駅あらエッサ～
出雲郷東交差点 コクドウ ゴウ ミチ エキ イズモ ゴウ ヒガシ コウサテン		安来市
吉佐町 ヤスギシ キサチョウ		松江市
東出雲町 マツエシ ヒガシイズモ チョウ		18.1		○				24,223		3,825		20,398		17,811		2,511		15,300		大型２０台
小型２２０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型６２台
小型４３０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型２０台
小型２０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型６２台
小型４３０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		－		－

				188		87-23		中国 チュウゴク		島根県 シマネケン		松江国道 マツエコクドウ		9		国道9号神立交差点～
大島交差点 コクドウ ゴウ カンダチ コウサテン オオシマ コウサテン		出雲市
斐川町 イズモシ ヒカワチョウ		出雲市
大島町 イズモシ オオシマ チョウ		9.9		○				22,869		2,746		20,123		17,592		1,812		15,780		大型２８台
小型９６０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		小型３５０台 ショウ ガタ ダイ		大型２８台
小型９６０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		小型３５０台 ショウ ガタ ダイ		－		－

				189		87-7		中国 チュウゴク		広島県・島根県 ヒロシマケン シマネケン		三次河川国道・松江国道 ミヨシ カセン コクドウ		54		赤名峠 アカナ トウゲ		三次市（広島県）
布野町下布野 ミヨシ ヒロシマケン		飯南町（島根県）
下赤名 イイナンチョウ シマネケン シモ		19.6				○		2,096		484		1,612		1,609		279		1,330		大型２５台
小型７５台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型１４台
小型４６台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型１５台
小型４５台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型１４台
小型４６台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型１０台
小型３０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型３台
小型５台 オオガタ ダイ コガタ ダイ

				190		87-8		中国 チュウゴク		島根県 シマネケン		松江国道 マツエコクドウ		54		入間登坂 イルマ トハン		飯南町
花栗		雲南市掛合町
掛合掛合 ウンナン カケヤ		14.6						2,992		616		2,376		2,302		302		2000		大型８台
小型４５台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型１７台
小型５０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		－		－		－		－

				191		87-24		中国 チュウゴク		島根県 シマネケン		松江国道 マツエコクドウ		54		国道54号雲南市木次町里方
～松江市宍道町 コクドウ ゴウ ウンナンシ キスキチョウ サトカタ マツエシ シンジチョウ		雲南市
木次町里方 ウンナンシ キスキチョウ サトカタ		松江市
宍道町佐々布 マツエシ シンジチョウ サソウ		12.3		○				11,979		1,556		10,423		9,432		1,207		8,225		小型４０台 ショウ ガタ ダイ		小型２６０台 ショウ ガタ ダイ		－		小型２６０台 ショウ ガタ ダイ		－		－

				192		87-25		中国 チュウゴク		島根県 シマネ ケン		浜田河川国道 ハマダ カセン コクドウ		9		敬川・国分・久城・下府 ウヤガワ コクブ クジョウ シモコウ		江津市
敬川 ゴウツシ ウヤガワ		浜田市
下府町 ハマダシ シモコウ チョウ		10.4		○				25,016		2,612		22,404		20,505		1,886		18,619		132		132		121		132		0		0

				193		87-9		中国 チュウゴク		島根県 シマネ ケン		浜田河川国道 ハマダ カセン コクドウ		E9		浜田道路、浜田・三隅道路 ハマダ ドウロ ハマダ ミスミ ドウロ		浜田市
下府町 ハマダシ シモコウチョウ		浜田市
三隅町三隅 ハマダシ ミスミチョウ ミスミ		21.2						21,688		2,987		18,701		17,004		2,051		14,953		332		332		315		157		0		0

				194		87-10		中国 チュウゴク		島根県 シマネ ケン		浜田河川国道 ハマダ カセン コクドウ		9		岡見地区 オカミ チク		浜田市
三隅町向野田 ハマダシ ミスミチョウ ム ノダ		浜田市
三隅町岡見 ハマダシ ミスミチョウ オカミ		2.3						10,667		2,486		8,181		7,988		1,657		6,331		23		23		0		0		0		60

				195		87-11		中国 チュウゴク		島根県・山口県 シマネ ケン ヤマグチケン		浜田河川国道 ハマダ カセン コクドウ		9		津和野地区 ツワノ チク		津和野町（島根県）
耕田 ツワノ チョウ シマネケン コウダ		山口市（山口県）
阿東町徳佐上 ヤマグチ シ ヤマグチケン アトウチョウ トクサカミ		6.5						3,109		899		2,210		2,381		522		1,859		21		21		0		0		7		83

				196		87-12		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマ ケン		福山河川国道・広島国道 フクヤマ カセン コクドウ ヒロシマ コクドウ		2		日名内峠 ヒナ ナイ トウゲ		三原市
南方 ミハラシ ミナミカタ		竹原市
新庄町 タケハラシ シンジョウチョウ		9.2						17,824		7,333		10,491		12,161		4,091		8,070		547		0		547		0		H30補正で検討		0

				197		87-13		中国 チュウゴク		広島県・島根県 ヒロシマケン シマネケン		三次河川国道 ミヨシ カセン コクドウ		E54		尾道自動車道（三良坂IC）～
松江自動車道（三刀屋木次IC） オノミチ ジドウシャドウ ミラサカ マツエ ジドウシャ ドウ ミトヤ キスキ		三次市（広島県）
三良坂町長田
（三良坂IC） ヒロシマケン ミラサカ		雲南市（島根県）
三刀屋町下熊谷
（三刀屋木次IC） シマネケン ミトヤ キスキ		66.5						6,232		1,594		4,638		5,075		1,122		3,953		大型３０台
小型１１０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型２０台
小型１００台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		0		0		大型３０台
小型１１０台 オオガタ ダイ コガタ ダイ		大型２０台
小型１００台 オオガタ ダイ コガタ ダイ

				198		87-14		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		広島国道 ヒロシマ コクドウ		2		田万里 タマリ		竹原市
田万里町 タケハラ マチ		東広島市
西条町上三永 ヒガシヒロシマ カントン		5.4						20,028		6,101		13,927		13,812		3895		9917		0		0		0		0		0		0

				199		87-15		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		広島国道 ヒロシマ コクドウ		2		上瀬野 カミセノ		東広島市
志和町 ヒガシヒロシマ カントン シワチョウ		広島市
安芸区上瀬野		3.6						23,835		7,578		16,257		15,681		4234		11447		0		0		0		0		0		0

				200		87-16		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		広島国道 ヒロシマ コクドウ		54		上根 カミネ		広島市
安佐北区大林		安芸高田市
八千代町上根		4.1						12,376		1,845		10,531		9,613		1298		8315		10		0		0		0		0		0

				201		87-17		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		広島国道 ヒロシマ コクドウ		E75		東広島・呉道路
（阿賀IC～高屋JCT･IC） ヒガシヒロシマ クレ ドウロ アガ タカヤ		呉市
阿賀		東広島市
高屋		33.0						14,783		1,943		12,840		11,199		1545		9654		0		0		0		0		0		0

				202		87-18		中国 チュウゴク		山口県 ヤマグチケン		山口河川国道 ヤマグチ カセン コクドウ		2		椿峠 ツバキ トウゲ		周南市
戸田		防府市
富海		4.2						24,288		7,270		17,018		16,661		4,472		12,189		740		30		440		0		0		0

				203		87-19		中国 チュウゴク		山口県 ヤマグチケン		山口河川国道 ヤマグチ カセン コクドウ		2		吉見峠 ヨシミ トウゲ		宇部市
瓜生野		山陽小野田市
郡		11.4						22,651		6,137		16,514		16,302		3,782		12,520		70		70		70		50		0		0

				204		87-20		中国 チュウゴク		山口県 ヤマグチケン		山口河川国道 ヤマグチ カセン コクドウ		9		木戸山峠 キドヤマ トウゲ		山口市
宮野上		山口市
宮野上		4.3						9,666		1,277		8,389		7,698		818		6,880		110		535		0		535		30		40

				205		87-21		中国 チュウゴク		山口県 ヤマグチケン		山口河川国道 ヤマグチ カセン コクドウ		191		椎ノ木峠 シイ キ トウゲ		長門市
日置上		長門市
西深川		2.0						8,613		309		8,304		7,205		263		6,942		90		80		90		80		0		0

		ok		四国地方整備局　（１０区間） シコク チホウ セイビキョク クカン																		114.3																		844		610		175		319		144		323

				206		88-1		四国 シコク		愛媛県 エヒメケン		松山河川国道 マツヤマ カセン コクドウ		11		桜三里		西条市丹原町
志川 サイジョウ シ タンバラチョウ シカワ		東温市
河之内 トウオンシ カワノウチ		10.3						13,974		4,203		9,771		10,550		2,879		7,671		111		0		43		0		1		180

				207		88-2		四国 シコク		香川県・徳島県 トクシマケン		香川河川国道・徳島河川国道 トクシマ カセン コクドウ		32		猪ノ鼻峠		三豊市(香川県)
財田町財田上 ミトヨシ カガワ ケン サイタチョウ サイタ カミ		三好市(徳島県)
池田町州津 ミヨシ トクゾウ トクシマ ケン イケダチョウ シュウ ツ		13.4						6,770		1,272		5,498		5,371		891		4,480		163		0		0		0		10		35

				208		88-3		四国 シコク		徳島県・高知県 トクシマケン コウチ ケン		徳島河川国道・土佐国道 トクシマ トサ コクドウ		32		池田・山城・大豊地区		三好市(徳島県)
池田町白地 ミヨシ シ トクシマ ケン イケダマチ シラジ		大豊町(高知県)
西土居 コウチ ケン ニシドイ		29.5						5,300		1,384		3,916		4,345		967		3,378		0		24		0		0		16		8

				209		88-4		四国 シコク		高知県 コウチ ケン		土佐国道 トサ コクドウ		32		大豊地区		大豊町
西土居 ニシドイ		大豊町
高須 タカス		11.2						2,708		1,213		1,495		2,113		811		1,302		158		24		100		0		12		15

				210		88-5		四国 シコク		愛媛県 エヒメ ケン		松山河川国道 マツヤマ		33		三坂峠		久万高原町
東明神 クマコウゲンチョウ ヒガシ ミョウジン		砥部町
千足 トベチョウ セン アシ		13.1						5,156		630		4,526		4,523		538		3,985		58		100		0		100		70		30

				211		88-6		四国 シコク		高知県 コウチ ケン		中村河川国道 ナカムラ		56		片坂		四万十町
金上野 シマントチョウ キンジョウノ		黒潮町
市ノ瀬 クロシオチョウ イチ セ		5.1						6,351		1,083		5,268		5,329		820		4,509		94		67		0		0		17		7

				212		88-7		四国 シコク		愛媛県 エヒメ ケン		大洲河川国道 オオズ		56		知永峠		宇和島市
高串 ウワジマシ タカクシ		宇和島市吉田町
立間尻 ウワジマシ ヨシダチョウ タチマジリ		2.2						5,316		621		4,695		4,383		501		3,882		228		88		0		0		2		6

				213		88-8		四国 シコク		愛媛県 エヒメ ケン		大洲河川国道 オオズ		56		法華津峠 ホッケ ツ トウゲ		宇和島市吉田町
立間 ウワジマシ ヨシダチョウ タチマ		西予市宇和町
伊賀上 セイヨシ ウワチョウ イガ ジョウ		5.6						5,316		621		4,695		4,383		501		3,882		0		88		0		0		2		13

				214		88-9		四国 シコク		愛媛県 エヒメ ケン		大洲河川国道 オオズ		56		鳥坂峠 トリ サカ トウゲ		西予市宇和町
信里 セイヨシ ウワチョウ ノブ サト		大洲市
北只 オオズシ キタタダ		7.0				○		10,517		1,669		8,848		8,501		1,280		7,221		32		219		32		219		2		10

				215		88-10		四国 シコク		愛媛県・徳島県 エヒメ ケン トクシマケン		松山河川国道・徳島河川国道 マツヤマ トクシマ		192		川滝～池田地区		四国中央市(愛媛県)
川滝町下山 シコクチュウオウシ エヒメ ケン カワタキチョウ シモヤマ		三好市(徳島県)
池田町白地 ミヨシ トクゾウ トクシマ ケン イケダチョウ ハクチ		16.9						4,223		1,183		3,040		3,045		773		2,272		0		0		0		0		12		19

		ok		九州地方整備局　（７区間） キュウシュウ チホウ セイビキョク クカン																		111.8																		441		105		0		100		18		22

				216		89-01		九州 キュウシュウ		大分県		大分河川国道		10		立石峠・赤松峠		宇佐市
大字岩崎		日出町
大字藤原		24.4						13,066		3,240		9,826		9,607		1912		7695		0		0		0		0		1		1

				217		89-02		九州 キュウシュウ		熊本県		熊本河川国道		57		滝室坂		阿蘇市
波野大字小地野		阿蘇市
一の宮町大字坂梨		7.3						4,215		1,473		2,742		3,264		966		2298		300		100		0		100		3		4

				218		89-03		九州 キュウシュウ		長崎県		長崎河川国道		57		雲仙地区		南島原市
深江町乙字中尾尻		雲仙市
小浜町北本町字湯崎		23.7						2,387		150		2,237		2,098		134		1,964		0		5		0		0		2		4

				219		89-04		九州 キュウシュウ		福岡県		福岡国道・北九州国道		201		八木山峠		篠栗町
篠栗		飯塚市
蓮台寺		9.3						5,570		624		4,946		4,333		479		3854		0		0		0		0		4		2

				220		89-05		九州 キュウシュウ		福岡県		福岡国道・北九州国道		201		八木山バイパス		篠栗町
篠栗		飯塚市
弁分		13.3						24,572		4,513		20,059		18,627		3311		15316		0		0		0		0		4		6

				221		89-06		九州 キュウシュウ		大分県		大分河川国道		210		水分峠		九重町
粟野		由布市
湯布院町川西		21.4						6,612		1,660		4,952		5,510		1207		4303		0		0		0		0		3		4

				222		89-07		九州 キュウシュウ		鹿児島県		鹿児島国道		225		川辺峠		南九州市
川辺町清水		鹿児島市
平川町		12.4						8,604		726		7,878		6,772		626		6146		141		0		0		0		1		1

				合計　（２２２区間） ゴウケイ クカン																		2,893.2









参考★平成29年度　除雪優先区間リスト（全体）

				Ｈ２９年度 除雪優先区間　一覧表

				番号 バンゴウ		図面番号
(地整図面） ズメン バンゴウ チセイ ズメン		整備局名 セイビキョク メイ		都道府県 トドウフケン		事務所名 ジムショ メイ		路線名 ロセンメイ		箇所名 カショ メイ		除雪優先区間 ジョセツ ユウセン クカン						平成30年度
新規設定区間 ヘイセイ ネンド シンキ セッテイ クカン		チェーン
規制区間 キセイ クカン

																		起点 キテン		終点 シュウテン		延長（km） エンチョウ



		ok		北海道開発局　（２６区間） ホッカイドウ カイハツキョク クカン																		433.3

				1		81-1		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		小樽開建 オタル カイケン		5		稲穂峠 イナホ トウゲ		共和町
国富 キョウワチョウ クニトミ		仁木町
大江 ニキチョウ オオエ		7.9

				2		81-2		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		小樽開建 オタル カイケン		5		倶知安峠 クッチャン トウゲ		倶知安町
峠下 クッチャンチョウ トウゲシタ		共和町
ワイス キョウワチョウ		5.6

				3		81-3		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		小樽開建 オタル カイケン		5		目名峠 メナ トウゲ		黒松内町
白井川 クロマツナイチョウ シライ カワ		蘭越町
田下 ランコシチョウ タ シタ		7.3

				4		81-4		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		函館開建・室蘭開建 ハコダテ カイケン ムロラン カイケン		37		静狩峠 シズカリ トウゲ		長万部町
静狩 オシャマンベチョウ シズカリ		豊浦町
礼文華 トヨウラチョウ レブン ハナ		11.4

				5		81-5		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建 アサヒカワ カイケン		38		三の山峠 サン ヤマ トウゲ		富良野市
字西達布 フラノシ アザ ニシタップ		南富良野町
幾寅 ミナミフラノチョウ イクトラ		6.3

				6		81-6		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・帯広開建 アサヒカワ カイケン オビヒロ カイケン		38		狩勝峠 カリカチトウゲ		南富良野町
字落合 ミナミフラノチョウ アザ オチアイ		新得町
新内 シントクチョウ シンナイ		15.7

				7		81-7		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・網走開建 アサヒカワ カイケン アバシリ カイケン		39		石北峠 セキホクトウゲ		上川町
字層雲峡 カミカワチョウ アザ ソウウンキョウ		北見市留辺蘂町
富士見 キタミシ ルベシベチョウ フジミ		13.4

				8		81-8		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		札幌開建・小樽開建 サッポロ カイケン オタル カイケン		230		中山峠 ナカヤマトウゲ		札幌市南区
定山渓温泉 サッポロシ ミナミク ジョウザンケイ オンセン		喜茂別町
川上 キモベツチョウ カワカミ		28.8

				9		81-9		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		帯広開建・室蘭開建 オビヒロ カイケン ムロラン カイケン		236		野塚峠 ノツカ トウゲ		広尾町
上トヨイ基線 ヒロオチョウ ウエ キセン		浦河町
上杵臼 ウラカワチョウ ウエ キネ ウス		21.4

				10		81-10		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建 アサヒカワ カイケン		237		金山峠 カナヤマ トウゲ		南富良野町
字金山 ミナミフラノチョウ アザ カナヤマ		占冠村
字峠下 シムカップムラ アザ トウゲシタ		7.4

				11		81-11		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・室蘭開建 アサヒカワ カイケン ムロラン カイケン		237		日高峠 ヒダカ トウゲ		占冠村
字アリサラップ シムカップムラ アザ		日高町
字日高 ヒダカチョウ アザ ヒダカ		6.3

				12		81-12		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		網走開建・旭川開建 アバシリ カイケン アサヒカワ カイケン		239		天北峠 テンポク トウゲ		西興部村
奥興部 ニシオコッペムラ オク オコッペ		下川町
一の橋 シモカワチョウ イチ ハシ		6.8

				13		81-13		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		留萌開建 ルモイ カイケン		239		霧立峠 キリタ トウゲ		幌加内町
添牛内 ホロカナイチョウ ソエウシナイ		苫前町
字霧立 トママエチョウ アザ キリタ		31.9

				14		81-14		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		釧路開建・網走開建 クシロ カイケン アバシリ カイケン		240		釧北峠 セン キタ トウゲ		釧路市
尻駒別 クシロシ シリ コマ ベツ		津別町
釧北峠 ツベツチョウ セン キタ トウゲ		10.7

				15		81-15		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		釧路開建 クシロ カイケン		241		永山峠 ナガヤマ トウゲ		弟子屈町
花クシベ テシカガチョウ ハナ		釧路市阿寒町
オクルシベ クシロシ アカンチョウ		24.9

				16		81-16		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		網走開建・釧路開建 アバシリ カイケン クシロ カイケン		243		美幌峠 ビホロトウゲ		美幌町
古梅 ビホロチョウ フル ウメ		弟子屈町
ウランコシ テシカガチョウ		19.6

				17		81-17		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		網走開建・釧路開建 アバシリ カイケン クシロ カイケン		244		根北峠 ネ キタ トウゲ		斜里町
字越川 シャリチョウ アザ コシカワ		標津町
字金山 シベツチョウ アザ カナヤマ		21.8

				18		81-18		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		帯広開建・旭川開建 オビヒロ カイケン アサヒカワ カイケン		273		三国峠 ミクニトウゲ		上士幌町
三股 カミシホロチョウ ミマタ		上川町
層雲峡 カミカワチョウ ソウウンキョウ		31.4

				19		81-19		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・網走開建 アサヒカワ カイケン アバシリ カイケン		273		浮島峠 ウキシマ トウゲ		上川町
字中越 カミカワチョウ アザ ナカゴシ		滝上町
第五区 タキノウエチョウ ダイ ゴク		19.4

				20		81-20		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		室蘭開建 ムロラン カイケン		274		樹海ロード ジュカイ		むかわ町
穂別福山 チョウ ホベツ フクヤマ		日高町
日高 ヒダカチョウ ヒダカ		18.5

				21		81-21		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		室蘭開建・帯広開建 ムロラン カイケン オビヒロ カイケン		274		日勝峠 ニッショウトウゲ		日高町
大颱橋 ヒダカチョウ オオ ハシ		清水町
石山 シミズチョウ イシヤマ		37.7

				22		81-22		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・稚内開建 アサヒカワ カイケン ワッカナイ カイケン		275		天北峠 テンポク トウゲ		音威子府村
音威子府 オトイネップムラ オトイネップ		中頓別町
字小頓別 ナカトンベツチョウ アザ ショウ トンベツ		12.1

				23		81-23		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		札幌開建 サッポロ カイケン		276		美笛峠 ビフエ トウゲ		千歳市
美笛 チトセシ ビフエ		千歳市
モラップ チトセシ		24.1

				24		81-24		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		旭川開建・網走開建 アサヒカワ カイケン アバシリ カイケン		333		北見峠 キタミ トウゲ		上川町
字上越 カミカワチョウ アザ ジョウエツ		遠軽町
奥白滝 エンガルチョウ オクシラタキ		14.8

				25		81-25		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		釧路開建・網走開建 クシロ カイケン アバシリ カイケン		391		野上峠 ノガミ トウゲ		弟子屈町
跡佐登 テシカガチョウ アトサノボリ		小清水町
字もこと山 コシミズチョウ アザ ヤマ		12.3

				26		81-26		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		小樽開建 オタル カイケン		393		毛無峠 ケナシ トウゲ		小樽市
奥沢5丁目 オタルシ オクサワ チョウメ		赤井川村
常盤 アカイガワムラ トキワ		15.8

		ok		東北地方整備局　（６６区間） トウホク チホウ セイビキョク クカン																		726.4

				27		82-1		東北 トウホク		青森県 アオモリ ケン		青森河川国道 アオモリ カセン コクドウ		4		平内 ヒラナイ		平内町
狩場沢 ヒラナイ マチ カリバサワ		平内町
大字浜子 ヒラナイマチ オオアザ ハマゴ		9.0

				28		82-2		東北 トウホク		青森県 アオモリ ケン		青森河川国道 アオモリ カセン コクドウ		7		大釈迦・鶴ヶ坂 ツルガサカ		青森市
浪岡大釈迦 アオモリシ ナミオカ ダイシャカ		青森市
鶴ヶ坂 アオモリシ ツルガサカ		4.0

				29		82-3		東北 トウホク		青森県 アオモリ ケン		青森河川国道 アオモリ カセン コクドウ		104		烏沢 カラス サワ		八戸市
櫛引 ハチノヘシ クシビキ		八戸市
上野 ハチノヘシ ウワノ		2.1

				30		82-4		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		岩手河川国道 イワテ カセン コクドウ		4		奥中山 オク ナカヤマ		岩手町
江刈内 イワテマチ エカリナイ		一戸町
小鳥谷 イチノヘ マチ コズヤ		28.0

				31		82-5		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		岩手河川国道 イワテ カセン コクドウ		4		玉山 タマヤマ		滝沢市
滝沢 タキサワシ タキサワ		岩手町
江刈内 イワテマチ		21.1

				32		82-6		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		岩手河川国道 イワテ カセン コクドウ		4		山目・徳沢 やまのめ とくさわ		一関市
真柴 イチノセキシ マシバ		奥州市
前沢区 オウシュウシ マエ ク		20.1

				33		82-7		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		通岡峠 かよ おか とうげ		陸前高田市
気仙町 リクゼンタカタシ ケセンチョウ		大船渡市
大船渡町 オオフナトシ オオフナト マチ		13.8

				34		82-8		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		越喜来 おきらい		大船渡市
立根町 オオフナトシ タッコンチョウ		釜石市
松原町 カマイシシ マツバラチョウ		32.8

				35		82-9		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		釜石 かまいし		釜石市
両石町 カマイシシ リョウイシチョウ		釜石市
鵜住居 カマイシシ ウノスマイ		1.4

				36		82-10		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		織笠 おりかさ		山田町
船越 ヤマダマチ フナコシ		山田町
織笠 ヤマダマチ オリカサ		0.6

				37		82-11		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		ブナ峠 とうげ		山田町
大沢 ヤマダマチ オオサワ		山田町
豊間根 ヤマダマチ トヨマネ		5.4

				38		82-12		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		宮古 みやこ		宮古市
愛宕 ミヤコシ アタゴ		宮古市
田老 ミヤコシ タロウ		15.2

				39		82-13		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		水沢 みずさわ		宮古市
田老払川 ミヤコシ タロウ ハラ カワ		岩泉町
小本 イワイズミチョウ オモト		5.2

				40		82-14		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		岩泉 いわいずみ		岩泉町
小本 イワイズミチョウ オモト		岩泉町
小本 イワイズミチョウ オモト		2.3

				41		82-15		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		尾肝要 おかん よう		田野畑村
菅窪 タノハタムラ スガ クボ		田野畑村
七滝 タノハタムラ ナナタキ		4.7

				42		82-16		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		普代 ふだい		普代村
第16地割 フダイムラ ダイ チワリ		野田村
玉川 ノダムラ タマカワ		6.5

				43		82-17		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		野田峠 のだ とうげ		久慈市
宇部町 クジシ ウベチョウ		久慈市
長内町 クジシ オサナイチョウ		2.2

				44		82-18		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		45		宇津目峠 う つ め とうげ		久慈市
夏井町 クジシ ナツイチョウ		洋野町
小子内 ヒロノチョウ オコナイ		15.2

				45		82-19		東北 トウホク		岩手県 イワテ ケン		三陸国道 サンリク コクドウ		E46		仙人峠 せんにん とうげ		釜石市
甲子町 カマイシシ カシチョウ		遠野市
平野原 トオノシ ヒラノ ハラ		18.4

				46		82-20		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		4		大衡地区 おおひら ちく		大衡村
大衡 オオヒラムラ オオヒラ		大崎市
三本木音無 オオサキシ サンボンギ オトナシ		2.0

				47		82-21		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		4		築館地区 つきだて ちく		栗原市
高清水小山田 クリハラシ タカシミズ オヤマダ		栗原市
築館 クリハラシ ツキダテ		5.2

				48		82-22		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		6		山元地区 やまもと ちく		山元町
坂元上平北 ヤマモト マチ サカモト カミヒラ キタ		山元町
坂元堤入 ヤマモト マチ サカモト ツツミ イ		11.2

				49		82-23		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		45		左坂地区 あてら ざか ち く		松島町
根廻音無 ネマワリ オトナシ		東松島市
川下内響 カワクダ ウチ ヒビ		6.0

				50		82-24		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		45		横山峠 よこやま とうげ		登米市
津山町横山 ツヤマ マチ ヨコヤマ		南三陸町
戸倉 トクラ		9.5

				51		82-25		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		45		志津川・本吉 しづがわ もとよし		南三陸町
志津川小森 ミナミ サンリク マチ シヅ カワ コモリ		気仙沼市
本吉町三島 ケセンヌマシ モトヨシマチ ミシマ		27.5

				52		82-26		東北 トウホク		宮城県 ミヤギ ケン		仙台河川国道 センダイ カセン コクドウ		45		唐桑地区 からくわ ちく		気仙沼市
大峠山 ケセンヌマ オオ トウゲ ヤマ		気仙沼市
唐桑町 ケセンヌマシ カラクワ マチ		8.9

				53		82-27		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		7		象潟 きさかた		にかほ市
象潟町 シ キサカタマチ		にかほ市
象潟町 シ キサカタマチ		4.0

				54		82-28		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		7		八郎潟 はちろうがた		井川町
浜井川 イカワマチ ハマイ カワ		三種町
鹿渡 サン タネ マチ カド		7.1

				55		82-29		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		13		船岡 ふなおか		大仙市
船岡 ダイセン		大仙市
船沢 ダイセン		4.5

				56		82-30		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		46		刺巻 さしまき		仙北市
生保内 センボクシ		仙北市
卒田 センボクシ		11.7

				57		82-31		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		46		西長野 にし ながの		仙北市
角館町西長野 センボクシ		大仙市
協和稲沢 ダイセン サワ		1.3

				58		82-32		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		秋田河川国道 アキタ カセン コクドウ		46		協和稲沢 きょうわ いなざわ		大仙市
協和稲沢 ダイセン サワ		大仙市
協和荒川 ダイセンシ		7.1

				59		82-33		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		湯沢河川国道 ユザワ カセン コクドウ		13		雄勝峠 おがち とうげ		真室川町
及位 マムロガワマチ ノゾキ		湯沢市
横堀 ユザワシ ヨコボリ		11.9

				60		82-34		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		湯沢河川国道 ユザワ カセン コクドウ		13		峰吉川 みねよしかわ		大仙市
協和峰吉川 ダイセンシ キョウワ ミネヨシカワ		大仙市
協和上淀川 ダイセンシ キョウワ カミ ヨドカワ		4.6

				61		82-35		東北 トウホク		秋田県 アキタ ケン		能代河川国道 ノシロ カセン コクドウ		7		北秋田 きた あきた		能代市
二ツ井町 ノシロシ フタ イマチ		大館市
長坂 オオダテシ ナガサカ		18.2

				62		82-36		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		13		赤湯 あかゆ		南陽市
赤湯 ナンヨウシ アカユ		南陽市
川樋 ナンヨウシ カワ トイ		4.0

				63		82-37		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		13		上台 うわ だい		新庄市
萩野 シンジョウシ ハギノ		金山町
山崎 カナヤママチ オオヤマザキ		3.3

				64		82-38		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		13		中田 なかた		金山町
金山 カナヤママチ カナヤマ		真室川町
及位 シン ムロカワ マチ ノゾキ		12.9

				65		82-39		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		47		蔵岡 くらおか		新庄市
升形 シンジョウシ マスカタ		戸沢村
古口 トサワ ムラ フルクチ		10.3

				66		82-40		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		47		古口 ふるくち		戸沢村
砂小沢 トサワ ムラ スナ コサワ		戸沢村
草薙 トサワ ムラ クサナギ		9.9

				67		82-41		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		112		月山沢 つき やま ざわ		西川町
水沢 ニシカワマチ ミズサワ		西川町
月山沢 ニシカワマチ ツキヤマ ザワ		8.8

				68		82-42		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ		113		宇津 う つ		小国町
沼沢 オグニマチ ヌマ ザワ		飯豊町
手の子 イイトヨ マチ テ オオテ コ		10.0

				69		82-43		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		酒田河川国道 サカタ カセン コクドウ		7		由良坂 ゆら さか		鶴岡市
三瀬 ツルオカシ サンゼ		鶴岡市
中清水 ツルオカシ ナカシミズ		9.6

				70		82-44		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		福島河川国道 フクシマ カセン コクドウ		4		二本松 にほんまつ		二本松市
上竹 ニホンマツ シ カミ タケ		福島市
松川町 フクシマ シ マツカワ マチ		6.6

				71		82-45		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		福島河川国道 フクシマ カセン コクドウ		4		伏拝 ふし おがみ		福島市
松川町 フクシマ シ マツカワ マチ		福島市
黒岩 フクシマシ クロイワ		8.9

				72		82-46		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		4		白河・西郷 しらかわ にしごう		西郷村
小田倉 ニシゴウ オダクラ		白河市
小田川 シラカワシ オダ カワ		12.9

				73		82-47		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		4		須賀川 すかがわ		須賀川市
大黒町 スカガワシ オオグロ マチ		須賀川市
滑川 スカガワシ スベ カワ		5.8

				74		82-48		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		4		郡山 こおりやま		須賀川市
滑川 スカガワシ スベ カワ		郡山市
日和田町 コオリヤマシ ヒワダマチ		13.8

				75		82-49		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		田母神 たもがみ		平田村
蓬田新田 ヒラタ イシヒラ ヨモギ タ シンデン		郡山市
田村町 コオリヤマシ タムラ マチ		1.5

				76		82-50		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		中山峠 なかやま とうげ		郡山市
熱海町 コオリヤマシ アタミマチ		猪苗代町
堅田 イナワシロマチ カタダ		19.6

				77		82-51		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		猪苗代会津若松 いなわしろ あいづ わかまつ		猪苗代町
堅田 イナワシロマチ カタダ		会津若松市
一箕町 アイヅ ワカマツ シ イッキマチ		22.0

				78		82-52		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		藤峠 ふじ とうげ		会津坂下町
坂本 アイヅ サカ シタ マチ オオサカモト		西会津町
野沢 ニシ アイヅマチ オオノサワ		11.8

				79		82-53		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		郡山国道 コオリヤマ コクドウ		49		鳥井峠 とりい とうげ		西会津町
野沢 ニシアイヅマチ オオノサワ		新潟県
阿賀町 ニイガタケン アガマチ		21.2

				80		82-54		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		6		富岡 とみおか		楢葉町
山田岡 ナラハ マチ ヤマダ オカ		富岡町
小浜中央 トミオカ マチ オバマ チュウオウ		11.1

				81		82-55		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		6		浪江 なみえ		富岡町
小浜中央 トミオカ マチ オバマ チュウオウ		浪江町
幾世橋知命寺 ナミエ マチ キヨハシ ハシ チ メイ ジ		18.0

				82		82-56		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		6		南相馬・相馬 みなみそうま そうま		南相馬市
鹿島区 ミナミソウマシ カシマ ク		相馬市
日下石 ソウマシ クサカ イシ		6.6

				83		82-57		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		49		大利 おおり		いわき市
好間町 シ ス マ マチ		いわき市
三和町 シ ミワマチ		9.0

				84		82-58		東北 トウホク		福島県 フクシマ ケン		磐城国道 イワキ コクドウ		49		長沢峠 ながさわ とうげ		いわき市
三和町 シ ミワマチ		いわき市
三和町 シ ミワマチ		18.6

				85		82-59		東北 トウホク		岩手県・青森県 アオモリ ケン		青森河川国道・岩手河川国道 アオモリ カセン コクドウ イワテ カセン コクドウ		4		目時 めとき		二戸市（岩手県）
金田一 ニノヘ シ イワテ ケン キンダイチ		三戸町（青森県）
同心町 サンノヘ マチ アオモリケン ドウ シン チョウ		5.0

				86		82-60		東北 トウホク		秋田県・青森県 アキタ ケン アオモリ ケン		青森河川国道・能代河川国道 アオモリ カセン コクドウ ノシロ カセン コクドウ		7		矢立 やたて		大館市(秋田県)
白沢 オオダテ シ アキタ ケン シラサワ		平川市(青森県)
碇ヶ関 ヒラカワシ アオモリ ケン イカリガセキ		10.4

				87		82-61		東北 トウホク		福島県・宮城県 フクシマ ケン ミヤギ ケン		仙台河川国道・福島河川国道 センダイ カセン コクドウ フクシマ カセン コクドウ		4		国見峠 くにみ とうげ		国見町(福島県)
石母田 クニミチョウ イシ ハハ タ		白石市(宮城県)
斉川地蔵前 サイカワ ジゾウ マエ		10.8

				88		82-62		東北 トウホク		福島県・山形県 フクシマ ケン ヤマガタ ケン		山形河川国道・福島河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ フクシマ カセン コクドウ		13		栗子 くりこ		福島市(福島県)
飯坂町 フクシマ シ イイザカマチ		米沢市(山形県)
万世町 ヨネザワシ バンセイチョウ		23.8

				89		82-63		東北 トウホク		岩手県・秋田県 イワテ ケン アキタ ケン		岩手河川国道・秋田河川国道 イワテ カセン コクドウ アキタ カセン コクドウ		46		仙岩道路 せんがん どうろ		雫石町(岩手県)
橋場 シズクイシ マチ ハシバ		仙北市(秋田県)
田沢湖生保内 センボクシ		14.9

				90		82-64		東北 トウホク		宮城県・山形県 ミヤギ ケン ヤマガタ ケン		仙台河川国道・山形河川国道 センダイ カセン コクドウ ヤマガタ カセン コクドウ		47		鳴子地区 なるこ ちく		大崎市(宮城県)
鳴子温泉古戸前 オオサキシ ナルコ オンセン フルトマエ		最上町(山形県)
富沢 モガミマチ トミザワ		14.6

				91		82-65		東北 トウホク		宮城県・山形県 ミヤギ ケン ヤマガタ ケン		仙台河川国道・山形河川国道 センダイ カセン コクドウ ヤマガタ カセン コクドウ		48		関山峠 せきやま とうげ		仙台市(宮城県)
青葉区作並 センダイシ アオバク サクナミ		東根市(山形県)
大字関山 ヒガシネシ オオアザ セキ ヤマ		15.3

				92		82-66		東北 トウホク		山形県 ヤマガタ ケン		山形河川国道・酒田河川国道 ヤマガタ カセン コクドウ サカタ カセン コクドウ		112		月山道路 がっさん どうろ		西川町
志津 ニシカワマチ シヅ		鶴岡市
上名川 ツルオカシ カミナガワ		26.7

		ok		関東地方整備局　（２０区間） カントウ チホウ セイビキョク クカン																		360.3

				93		83-1		関東		神奈川県 カナガワケン		横浜国道 ヨコハマ コクドウ		1		箱根新道		箱根町
湯本 ハコネ ユモト		箱根町
箱根 ハコネ		13.8

				94		83-2		関東		栃木県・福島県 トチギケン フクシマ ケン		宇都宮国道 ウツノミヤ コクドウ		4		那須地区		那須塩原市（栃木県）
鍋掛 トチギケン ナベ カ		西郷村(福島県)
小田倉 フクシマケン オダクラ		19.1

				95		83-3		関東		埼玉県 サイタマケン		大宮国道 オオミヤ コクドウ		16		高倉地区		入間市
小谷田 コヤタ		入間市
河原町 カワラマチ		2.3

				96		83-4		関東		埼玉県 サイタマケン		大宮国道 オオミヤ		16		旭町地区		川越市
脇田新町 ワキタ シンマチ		川越市
小仙波 チイ		4.1

				97		83-5		関東		埼玉県 サイタマケン		大宮国道 オオミヤ		17		熊谷BP　持田IC部 クマガヤ		行田市
持田 モ タ		行田市
持田 モ タ		0.3

				98		83-6		関東		群馬県 グンマケン		高崎河川国道 タカサキ カセン		17		渋川～沼田地区		渋川市
上白井 ウエ シロ イ		沼田市
薄根町 ウス ネ マチ		14.8

				99		83-7		関東		群馬県・新潟県 グンマケン ニイガタ ケン		高崎河川国道 タカサキ		17		三国峠		みなかみ町（群馬県）
猿ヶ京 グンマケン サルガキョウ		湯沢町(新潟県)
三国 ニイガタ ケン ミクニ		12.0

				100		83-8		関東		群馬県・長野県 グンマケン ナガノケン		高崎河川国道・長野国道 タカサキ ナガノ コクドウ		18		碓氷バイパス・軽井沢バイパス カルイザワ		安中市(群馬県)
松井田町横川 グンマケン マツイ タ マチ ヨコカワ		小諸市(長野県)
平原 ナガノケン ヒラハラ		33.6

				101		83-9		関東		長野県 ナガノ ケン		長野国道 ナガノ コクドウ		18		野尻地区		長野市
豊野町蟹沢 ナガノ トヨノ マチ カニサワ		信濃町
野尻 ノジリ		23.7

				102		83-10		関東		長野県 ナガノ ケン		長野国道 ナガノ コクドウ		19		生坂地区		安曇野市
明科中川手 アヅミノ アカ		長野市
信州新町日原東 シンシュウ シンマチ ヒハラ ヒガシ		33.4

				103		83-11		関東		東京都・神奈川県 トウキョウト カナガワケン		相武国道 ソウブ コクドウ		20		大垂水峠		八王子市（東京都）
南浅川 トウキョウト ミナミ アサカワ		相模原市（神奈川県）
緑区千木良 カナガワケン ミドリ ク チギラ		7.9

				104		83-12		関東		山梨県 ヤマナシケン		甲府河川国道 コウフ カセン コクドウ		20		上野原～甲州地区		上野原市
上野原 ウエノハラ		甲州市
勝沼町勝沼 カツヌマチョウ カツヌマ		45.8

				105		83-13		関東		山梨県・長野県 ヤマナシケン ナガノケン		甲府河川国道・長野国道 コウフ カセン コクドウ ナガノ コクドウ		20		韮崎～北杜地区・富士見地区 フジミ チク		韮崎市(山梨県)
一ツ谷 ヤマナシケン ヒト タニ		茅野市(長野県)
宮川大河原 ナガノケン ミヤガワ オオカワラ		41.6

				106		83-14		関東		長野県 ナガノ ケン		長野国道 ナガノ コクドウ		20		塩尻地区		岡谷市
字堤ノ上 オカヤナガオカヤ アザ ツツミ ジョウ		塩尻市
塩尻町 シオジリ マチ		9.1

				107		83-15		関東		群馬県 グンマケン		高崎河川国道 タカサキ カセン コクドウ		50		前橋～みどり地区		前橋市
今井町 イマイ マチ		みどり市
笠懸町鹿 カサカケ マチ シカ		12.2

				108		83-16		関東		山梨県 ヤマナシケン		甲府河川国道 コウフ カセン コクドウ		52		南部～富士川地区		南部町
万沢 ナベチョウ マン サワ		富士川町
鰍沢 カジカ サワ		49.4

				109		83-17		関東		山梨県 ヤマナシケン		甲府河川国道 コウフ カセン コクドウ		138		山中湖地区		山中湖村
平野 ヤマナカコ ヒラノ		山中湖村
平野 ヤマナカコ ヒラノ		2.9

				110		83-18		関東		山梨県 ヤマナシケン		甲府河川国道 コウフ カセン コクドウ		139		鳴沢地区		富士河口湖町
富士ヶ嶺 フジカワグチコマチ フジ ミネ		鳴沢村
		15.0

				111		83-19		関東		山梨県 ヤマナシケン		甲府河川国道 コウフ カセン コクドウ		139		富士吉田～大月地区		富士吉田市
下吉田 フジヨシダ シモ ヨシダ		大月市
大月２丁目 オオツキ チョウメ		18.4

				112		83-20		関東		千葉県 チバケン		首都国道 シュト コクドウ		298		高谷ＪＣＴ		市川市
高谷 タカ タニ		市川市
高谷 タカ タニ		0.9

		ok		北陸地方整備局　（１７区間） ホクリク チホウ セイビキョク クカン																		196.5

				113		84-1		北陸		新潟県 ニイガタケン		羽越河川国道 ウエツ カセン コクドウ		7		大須戸～上大鳥 オオスド カミオオトリ		村上市
大須戸 ムラカミシ オオスド		村上市
上大鳥 ムラカミシ カミオオトリ		15.3

				114		84-2		北陸		新潟県 ニイガタケン		羽越河川国道 ウエツ カセン コクドウ		E7		日本海沿岸東北自動車道
（荒川胎内IC～朝日まほろばIC） ニホンカイ エンガン トウホク ジドウシャドウ		荒川胎内IC
（村上市南新保） アラカワ タイナイ ムラカミシ ミナミシンボ		朝日まほろばIC
（村上市猿沢） アサヒ ムラカミシ サルサワ		21.0

				115		84-3		北陸		新潟県 ニイガタケン		新潟国道 ニイガタ コクドウ		49		三郷チェーン着脱場～新潟・福島県境		阿賀町
鳥井 アガマチ トリイ		阿賀町
野村 アガマチ ノムラ		8.7

				116		84-4		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		8		中之島地区		見附市
坂井町 ミツケシ サカイマチ		長岡市
福島町 ナガオカシ フクシママチ		10.2

				117		84-5		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		8		曽地地区		長岡市
宮本 ミヤモト		柏崎市
曽地 ソチ		16.2

				118		84-6		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		8		米山地区		柏崎市
米山台 ヨネヤマダイ		柏崎市
米山 ヨネヤマ		14.5

				119		84-7		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		17		川口地区		魚沼市
下島 シモジマ		小千谷市
木津 キヅ		9.0

				120		84-8		北陸		新潟県 ニイガタケン		長岡国道 ナガオカ コクドウ		17		湯沢地区		湯沢町
三国 ユザワ ミクニ		南魚沼市
関 セキ		32.5

				121		84-9		北陸		新潟県 ニイガタケン		高田河川国道 タカダ カセン コクドウ		8		柿崎		上越市
柿崎区柿崎 ジョウエツシ カキザキク カキザキ		上越市
大潟区渋柿浜 ジョウエツシ オオガタク シブ カキ ハマ		11.1

				122		84-10		北陸		新潟県 ニイガタケン		高田河川国道 タカダ カセン コクドウ		8		親不知		糸魚川市
外波 イトイガワシ トナミ		糸魚川市
市振 イトイガワシ イチブリ		7.4

				123		84-11		北陸		新潟県 ニイガタケン		高田河川国道 タカダ カセン コクドウ		18		妙高		妙高市
猪野山 ミョウコウシ イノヤマ		妙高市
関川 ミョウコウシ セキカワ		19.8

				124		84-12		北陸		富山県 トヤマケン		富山河川国道 トヤマ カセン コクドウ		8		小矢部		小矢部市
桜町 オヤベシ サクラマチ		小矢部市
安楽寺 オヤベシ アンラクジ		4.4

				125		84-13		北陸		富山県 トヤマケン		富山河川国道 トヤマ カセン コクドウ		41		庵谷		富山市
猪谷 トヤマシ イノタニ		富山市
庵谷 トヤマシ イオリダニ		4.5

				126		84-14		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		8		九折～刈安出口		津幡町
九折 ツバタマチ キュウ オ		津幡町
刈安 ツバタマチ カリヤス		2.7

				127		84-15		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		8		東山IC～八幡IC		八幡IC
（小松市八幡） ヤハタ コマツシ ヤハタ		東山IC
（小松市東山町） ヒガシヤマ コマツシ ヒガシ ヤマ マチ		2.0

				128		84-16		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		8		松山～加茂		加賀市
松山町 カガシ マツヤママチ		加賀市
加茂町 カガシ カモマチ		3.3

				129		84-17		北陸		石川県 イシカワケン		金沢河川国道 カナザワ カセン コクドウ		160		大田～七尾大泊IC口		七尾市
大田町 ナナオシ オオタマチ		七尾市
大泊町 ナナオシ オオドマリ マチ		13.9

		ok		中部地方整備局　（３０区間） チュウブ チホウ セイビキョク クカン																		271.7

				130		85-1		中部 チュウブ		愛知県・岐阜県 アイチケン		多治見砂防国道 タジミ サボウ コクドウ		19		内津峠 ウツツ トウゲ		春日井市（愛知県）
内津町北山 カスガイシ アイチケン ウチ ヅ マチ キタヤマ		多治見市（岐阜県）
富士見町 タジミシ ギフケン フジミ マチ		1.1

				131		85-2		中部 チュウブ		岐阜県		多治見砂防国道 タジミ サボウ コクドウ		19		槙ヶ根 マキ ネ		恵那市
武並町竹折 エナシ タケナミチョウ タケオリ		恵那市
長島町中野 エナシ ナガシマチョウ ナカノ		1.5

				132		85-3		中部 チュウブ		岐阜県		多治見砂防国道 タジミ サボウ コクドウ		19		中津川 ナカツガワ		中津川市
落合 ナカツガワシ オチアイ		中津川市
山口 ナカツガワシ ヤマグチ		3.9

				133		85-4		中部 チュウブ		岐阜県		多治見砂防国道 タジミ サボウ コクドウ		21		次月峠 ツギ ツキ トウゲ		土岐市
泉町定林寺 トキシ イズミチョウ ジョウリンジ		御嵩町
美佐野 ミタケチョウ ミ サ ノ		4.4

				134		85-5		中部 チュウブ		岐阜県		岐阜国道 ギフ コクドウ		21		山中峠 ヤマナカ トウゲ		関ヶ原町
松尾 セキガハラ チョウ マツオ		関ヶ原町
今須 セキガハラ チョウ		2.0

				135		85-6		中部 チュウブ		岐阜県		岐阜国道 ギフ コクドウ		41		坂ノ東 サカ ヒガシ		白川町
河東		白川町
坂ノ東		0.9

				136		85-7		中部 チュウブ		岐阜県		高山国道 タカヤマ コクドウ		41		宮峠 ミヤ トウゲ		高山市
久々野町無数河 タカヤマシ クグノチョウ		高山市
一之宮町 タカヤマシ イチ ノ ミヤ マチ		6.6

				137		85-8		中部 チュウブ		岐阜県		高山国道 タカヤマ コクドウ		41		数河峠 カズ カワ トウゲ		飛騨市
古川町野口 ヒダシ フルカワチョウ ノグチ		飛騨市
神岡町堀之内 ヒダシ カミオカチョウ ホリノウチ		16.6

				138		85-9		中部 チュウブ		岐阜県		高山国道 タカヤマ コクドウ		41		吉ヶ原 ヨシ ハラ		飛騨市
神岡町船津 ヒダシ カミオカチョウ フナツ		飛騨市
神岡町東茂住 ヒダシ カミオカチョウ ヒガシモズミ		11.7

				139		85-10		中部 チュウブ		岐阜県		高山国道 タカヤマ コクドウ		E67		中部縦貫自動車道
（高山IC～飛騨清見IC） チュウブ ジュウカン ジドウシャ ミチ タカヤマ ヒダ キヨミ		高山IC
（高山市上切町） タカヤマ タカヤマシ カミギリ マチ		飛騨清見IC
（高山市清見町夏厩） ヒダ キヨミ タカヤマシ キヨミ マチ		15.2

				140		85-11		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		沼津河川国道 ヌマヅ カセン コクドウ		1		箱根 ハコネ		函南町
大字桑原字茨ヶ平 カンナミチョウ オオアザ クワバラ		函南町
大字桑原字枯木 カンナミチョウ オオアザ クワバラ		3.7

				141		85-12		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		沼津河川国道 ヌマヅ カセン コクドウ		E70		伊豆縦貫自動車道
（函南塚本IC～沼津岡宮IC） イズ ジュウカン ジドウシャ ミチ		函南塚本IC
(函南町塚本) カンナミ ツカモト		沼津岡宮IC
(沼津市岡宮) ヌマヅ オカノミヤ		16.8

				142		85-13		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		静岡国道 シズオカ コクドウ		52		内房 ウチボウ		静岡市
清水区宍原 シズオカ シ シミズ ク ハラ		富士宮市
内房 フジノミヤ シ ウチ フサ		6.9

				143		85-14		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		沼津河川国道 ヌマヅ カセン コクドウ		138		須走 スバシリ		小山町
須走字矢彈山 オヤマチョウ スバシリ		小山町
須走字梨ノ木沢 オヤマチョウ スバシリ		5.2

				144		85-15		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		静岡国道 シズオカ コクドウ		139		朝霧 アサギリ		富士宮市
外神東町 フジノミヤ シ ソト カミ ヒガシ チョウ		富士宮市
根原 フジノミヤ シ ネ ハラ		22.1

				145		85-16		中部 チュウブ		静岡県 シズオカケン		沼津河川国道 ヌマヅ カセン コクドウ		246		小山 コヤマ		小山町
大字生土 オヤマチョウ オオアザ イ ド		小山町
大字棚頭 オヤマチョウ オオアザ タナガシラ		6.2

				146		85-17		中部 チュウブ		愛知県・静岡県 アイチケン シズオカケン		浜松河川国道 ハママツ カセン コクドウ		E69		三遠南信自動車道
（鳳来峡IC～いなさ北IC） サン トオシ ミナミ シン ジドウシャ ドウ ホウライキョウ キタ		鳳来峡IC（愛知県）
（新城市名号） ホウライ キョウ アイチケン シンシロシ ミョウゴウ		いなさ北IC（静岡県）
（浜松市北区引佐町東黒田） キタ シズオカケン ハママツシ キタ ク ヒ サ マチ ヒガシ クロ タ		13.0

				147		85-18		中部 チュウブ		愛知県 アイチ ケン		名古屋国道 ナゴヤ コクドウ		153		明川 アケガワ		豊田市
明川町 トヨタシ メイ カワ チョウ		豊田市
桑原町 トヨタシ クワハラ チョウ		12.3

				148		85-19		中部 チュウブ		愛知県 アイチ ケン		名古屋国道 ナゴヤ コクドウ		153		大野瀬 オオ ノセ		豊田市
稲武町 トヨタシ イナブ チョウ		豊田市
大野瀬町 トヨタシ オオノセチョウ		9.5

				149		85-20		中部 チュウブ		三重県・滋賀県 ミエケン シガ ケン		三重河川国道 ミエ カセン コクドウ		1		鈴鹿峠 スズカ トウゲ		亀山市（三重県）
関町沓掛 カメヤマシ ミエケン クツカケ		甲賀市（滋賀県）
土山町山中 コウガ シ シガケン ツチヤマチョウ ヤマ ナカ		4.6

				150		85-21		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		北勢国道 ホクセイ コクドウ		E25		名阪国道
（関IC～伊賀IC）		関IC
(亀山市関町萩原)		伊賀IC
(伊賀市柘植町)		14.1

				151		85-22		中部 チュウブ		奈良県 ナラケン		北勢国道 ホクセイ コクドウ		E25		名阪国道
（五月橋IC～針IC）		五月橋IC
(山添村遅瀬) サツキ ハシ		針IC
(奈良市針町) ハリ		14.2

				152		85-23		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		紀勢国道 キセイ コクドウ		42		多気 タキ		多気町
前村 タキチョウ マエ ムラ		多気町
丹生 タキチョウ ニュウ		1.1

				153		85-24		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		紀勢国道 キセイ コクドウ		42		大台・大紀		大台町
下三瀬 オオダイチョウ シモ サン セ		大紀町
柏野 タイキチョウ カシワ ノ		16.5

				154		85-25		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		紀勢国道 キセイ コクドウ		42		荷坂峠		大紀町
大内山 タイキチョウ オオウチヤマ		紀北町
東長島 キホクチョウ ヒガシ ナガシマ		3.6

				155		85-26		中部 チュウブ		三重県 ミエケン		紀勢国道 キセイ コクドウ		42		矢ノ川峠		尾鷲市
南浦 オワセシ ミナミ ウラ		熊野市
飛鳥町大又 クマノシ アスカ マチ オオマタ		11.5

				156		85-27		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		19		木曽町内 キソ チョウ ナイ		木曽町
福島		木曽町
新開		8.2

				157		85-28		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		19		木曽北部 キソ ホクブ		木曽町
日義		塩尻市
宗賀 ソウガ		24.0

				158		85-29		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		153		治部坂峠 ジブ ザカ トウゲ		平谷村
柳平		阿智村
浪合		7.2

				159		85-30		中部 チュウブ		長野県 ナガノ ケン		飯田国道 イイダ コクドウ		E69		三遠南信自動車道
（飯田山本IC～天龍峡IC） サン トオシ ミナミ シン ジドウシャ ドウ イイダ ヤマモト テンリュウ キョウ		飯田山本IC
(飯田市山本)		天龍峡IC
(飯田市川路)		7.1

		ok		近畿地方整備局　（１７区間） キンキ チホウ セイビキョク クカン																		252.4

				160		86-1		近畿 キンキ		滋賀県・京都府 シガケン キョウトフ		滋賀国道・京都国道 シガ コクドウ キョウト コクドウ		1		逢坂山･山科･東山		大津市(滋賀県)
逢坂 オオツシ シガケン ア サカ		京都市(京都府)
東山区 キョウトシ キョウトフ ヒガシヤマク		10.2

				161		86-2		近畿 キンキ		福井県 フクイケン		福井河川国道 フクイ カセン コクドウ		8		石川県境～坂井市丸岡町羽崎交差点		あわら市
牛ノ谷 シ ウシ タニ		坂井市
丸岡町羽崎 サカイシ マルオカ チョウ ハザキ		17.2

				162		86-3		近畿 キンキ		福井県 フクイケン		福井河川国道 フクイ カセン コクドウ		8		越前市塚原～敦賀市岡山		越前市
塚原 エチゼン シ ツカバラ		敦賀市
岡山 ツルガシ オカヤマ		33.4

				163		86-4		近畿 キンキ		福井県 フクイケン		福井河川国道 フクイ カセン コクドウ		8		敦賀市岡山～敦賀市新道		敦賀市
岡山 ツルガシ オカ ヤマ		敦賀市
新道 ツルガシ シンドウ		13.0

				164		86-5		近畿 キンキ		京都府 キョウトフ		福知山河川国道 フクチヤマ カセン コクドウ		9		夜久野		福知山市
夜久野町日置 フクチヤマシ ヤクノチョウ ヘキ		福知山市
夜久野町小倉 フクチヤマシ ヤクノチョウ オグラ		5.2

				165		86-6		近畿 キンキ		京都府 キョウトフ		福知山河川国道 フクチヤマ カセン コクドウ		9		三和		京丹波町
坂井 キョウタンバチョウ サカイ		福知山市
三俣 フクチヤマシ ミマタ		19.2

				166		86-7		近畿 キンキ		兵庫県 ヒョウゴケン		豊岡河川国道 トヨオカ カセン コクドウ		9		関宮～歌長		養父市
関宮 ヤブシ セキノミヤ		新温泉町
歌長 シンオンセンチョウ ウタ オサ		32.4

				167		86-8		近畿 キンキ		奈良県 ナラケン		奈良国道 ナラ コクドウ		E25		名阪国道（天理東IC～針IC）		針ＩＣ
（奈良市針町） ハリ ナラシ ハリ マチ		天理東ＩＣ
（天理市石上町） テンリ ヒガシ テンリシ イシ ウエ マチ		15.4

				168		86-9		近畿 キンキ		福井県 フクイ ケン		福井河川国道 フクイ カセン コクドウ		27		三方上中郡若狭町気山～小浜市遠敷		若狭町
気山 ワカサチョウ キヤマ		小浜市
遠敷 オバマシ オニュウ		24.9

				169		86-10		近畿 キンキ		福井県・京都府 フクイケン キョウトフ		福知山河川国道 フクチヤマ カセン コクドウ		27		舞鶴		高浜町（福井県）
六路谷 タカハマチョウ フクイケン ロクロダニ タニ		舞鶴市（京都府）
北田辺 マイヅルシ キョウトフ キタタナベ		16.3

				170		86-11		近畿 キンキ		兵庫県 ヒョウゴケン		姫路河川国道 ヒメジ カセン コクドウ		29		宍粟市波賀町赤西～戸倉		宍粟市
波賀町赤西 シソウシ ハガチョウ アカニシ		宍粟市
波賀町戸倉 シソウシ ハガチョウ トクラ		15.2

				171		86-12		近畿 キンキ		福井県・滋賀県 フクイケン シガケン		福井河川国道・滋賀国道 フクイ カセン コクドウ シガ コクドウ		161		国境･山中		敦賀市(福井県)
疋田 ツルガシ フクイ ケン ヒキタ		高島市（滋賀県）
マキノ町野口 タカシマシ シガケン チョウ ノグチ		12.8

				172		86-13		近畿 キンキ		滋賀県 シガケン		滋賀国道 シガ コクドウ		161		湖西道路(真野IC）～志賀BP（北小松)		大津市
北小松 オオツシ キタコマツ		真野IC
（大津市真野大野） マノ オオツシ マノ オオノ		16.1

				173		86-14		近畿 キンキ		兵庫県 ヒョウゴケン		豊岡河川国道 トヨオカ カセン コクドウ		E72		北近畿豊岡自動車道
(山東IC～遠坂トンネル：春日JCT方面) キタ キンキ トヨオカ ジドウシャ ドウ サンドウ ヒガシ トオサカ カスガ ホウメン		山東ＩＣ
（朝来市山東町） サントウ アサゴシ サントウ マチ		朝来市
山東町柴 アサ ク シ サントウチョウ シバ		1.3

				174		86-15		近畿 キンキ		和歌山県 ワカヤマケン		和歌山河川国道 ワカヤマ カセン コクドウ		42		水越峠 ミズコシ トウゲ		広川町
井関 ヒロカワチョウ イセキ		由良町
畑 ユラチョウ ハタケ		6.0

				175		86-16		近畿 キンキ		滋賀県 シガケン		滋賀国道 シガ コクドウ		161		鵜川 ウカワ		高島市
勝野 タカシマシ カツノ		大津市
北小松 オオツシ キタコマツ		8.2

				176		86-17		近畿 キンキ		滋賀県 シガケン		滋賀国道 シガ コクドウ		161		西大津BP
（藤尾南ランプ～南志賀ランプ） ニシオオツ フジオ ミナミ ミナミ シガ		大津市
追分町 オオツシ オ ブン マチ		大津市
高砂町 オオツシ タカサゴチョウ		5.6

		ok		中国地方整備局　（２１区間） チュウゴク チホウ セイビキョク クカン																		333.9

				177		87-1		中国 チュウゴク		鳥取県 トットリケン		鳥取河川国道 トットリ カセン コクドウ		9		鳥取市伏野～浜村		鳥取市
伏野		鳥取市
気高町浜村		9.2

				178		87-2		中国 チュウゴク		兵庫県・鳥取県 ヒョウゴケン トットリケン		鳥取河川国道 トットリ カセン コクドウ		29		戸倉峠 トクラ トウゲ		宍粟市（兵庫県）
波賀町戸倉 ヒョウゴケン トクラ		若桜町（鳥取県）
小船 トットリケン		7.0

				179		87-3		中国 チュウゴク		岡山県・鳥取県 オカヤマケン トットリケン		岡山国道・鳥取河川国道 オカヤマ コクドウ トットリ カセン コクドウ		53		黒尾峠 クロオ トウゲ		奈義町（岡山県）
関本 オカヤマケン		智頭町（鳥取県）
野原 トットリケン		12.7

				180		87-4		中国 チュウゴク		岡山県・鳥取県 オカヤマ ケン トットリケン		鳥取河川国道 トットリ カセン コクドウ		E29		鳥取自動車道
（大原IC～河原IC） トットリ ジドウシャ ドウ オオハラ カワハラ		美作市（岡山県）
中町 オカヤマケン		鳥取市（鳥取県）
河原町高福 トットリケン		40.8

				181		87-5		中国 チュウゴク		鳥取県 トットリケン		鳥取河川国道・倉吉河川国道 トットリ カセン コクドウ クラヨシ カセン コクドウ		E9		山陰道
（八束水交差点～はわいIC） サンインドウ ヤツカ ミズ コウサテン		鳥取市
気高町八束水		湯梨浜町
はわい長瀬		15.4

				182		87-6		中国 チュウゴク		鳥取県 トットリケン		倉吉河川国道 クラヨシ カセン コクドウ		E9		山陰道
（大栄東伯IC～米子西IC） サンインドウ		北栄町
大谷		米子市
陰田町 チョウ		42.4

				183		87-7		中国 チュウゴク		広島県・島根県 ヒロシマケン シマネケン		三次河川国道・松江国道 ミヨシ カセン コクドウ マツエ コクドウ		54		赤名峠 アカナ トウゲ		三次市（広島県）
布野町下布野 ミヨシ ヒロシマケン		飯南町（島根県）
下赤名 イイナンチョウ シマネケン シモ		19.6

				184		87-8		中国 チュウゴク		島根県 シマネケン		松江国道 マツエ コクドウ		54		入間登坂 イルマ トハン		飯南町
花栗		雲南市掛合町
掛合平岩 ウンナン		14.6

				185		87-9		中国 チュウゴク		島根県 シマネケン		浜田河川国道 ハマダ カセン コクドウ		E9		浜田道路・浜田三隅道路		浜田市
下府町		浜田市
三隅町三隅 ミスミ		21.2

				186		87-10		中国 チュウゴク		島根県 シマネケン		浜田河川国道 ハマダ カセン コクドウ		9		岡見地区 オカミ チク		浜田市三隅町
向野田 ムコウノタ		浜田市三隅町
岡見 オカミ		2.3

				187		87-11		中国 チュウゴク		島根県・山口県 シマネケン ヤマグチケン		浜田河川国道 ハマダ カセン コクドウ		9		津和野地区 ツワノ チク		津和野町（島根県）
耕田 シマネケン		山口市（山口県）
阿東町徳佐上 ヤマグチケン チョウ		6.5

				188		87-12		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		福山河川国道・広島国道 フクヤマ カセン コクドウ ヒロシマ コクドウ		2		日名内峠 ヒナ ナイ トウゲ		三原市
南方		竹原市
新庄町		9.2

				189		87-13		中国 チュウゴク		広島県・島根県 ヒロシマケン シマネケン		三次河川国道 ミヨシ カセン コクドウ		E54		尾道自動車道（三良坂IC）～
松江自動車道（三刀屋木次IC） オノミチ ジドウシャドウ ミラサカ マツエ ジドウシャ ドウ ミトヤ キスキ		三次市（広島県）
三良坂町長田 ヒロシマケン		雲南市（島根県）
三刀屋町下熊谷 シマネケン		66.5

				190		87-14		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		広島国道 ヒロシマ コクドウ		2		田万里 タ クニタ		竹原市
田万里町 タケハラ マチ		東広島市
西条町上三永 ヒガシヒロシマ カントン		3.9

				191		87-15		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		広島国道 ヒロシマ コクドウ		2		上瀬野 カミ セノ		東広島市
志和町 ヒガシヒロシマ カントン シワチョウ		広島市
安芸区上瀬野		3.6

				192		87-16		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		広島国道 ヒロシマ コクドウ		54		上根 カミネ		広島市
安佐北区大林		安芸高田市
八千代町上根		4.1

				193		87-17		中国 チュウゴク		広島県 ヒロシマケン		広島国道 ヒロシマ コクドウ		E75		東広島・呉自動車道
（阿賀IC～高屋JCT・IC） ヒガシ ヒロシマ クレ ジドウシャ ドウ アガ タカヤ		呉市
阿賀		東広島市
高屋		33.0

				194		87-18		中国 チュウゴク		山口県 ヤマグチケン		山口河川国道 ヤマグチ カセン コクドウ		2		椿峠 ツバキ トウゲ		周南市
戸田		防府市
富海		4.2

				195		87-19		中国 チュウゴク		山口県 ヤマグチケン		山口河川国道 ヤマグチ カセン コクドウ		2		吉見峠 ヨシミ トウゲ		宇部市
瓜生野		山陽小野田市
郡		11.4

				196		87-20		中国 チュウゴク		山口県 ヤマグチケン		山口河川国道 ヤマグチ カセン コクドウ		9		木戸山峠 キドヤマ トウゲ		山口市
宮野上		山口市
宮野上		4.3

				197		87-21		中国 チュウゴク		山口県 ヤマグチケン		山口河川国道 ヤマグチ カセン コクドウ		191		椎ノ木峠 シイ キ トウゲ		長門市
日置上		長門市
西深川		2.0

		ok		四国地方整備局　（１０区間） シコク チホウ セイビキョク クカン																		114.3

				198		88-1		四国 シコク		愛媛県 エヒメケン		松山河川国道 マツヤマ カセン コクドウ		11		桜三里		西条市丹原町
志川 サイジョウ シ タンバラチョウ シカワ		東温市
河之内 トウオンシ カワノウチ		10.3

				199		88-2		四国 シコク		香川県・徳島県 トクシマケン		香川河川国道・徳島河川国道		32		猪ノ鼻峠		三豊市(香川県)
財田町財田上 ミトヨシ カガワ ケン サイタチョウ サイタ カミ		三好市(徳島県)
池田町州津 ミヨシ トクゾウ トクシマ ケン イケダチョウ シュウ ツ		13.4

				200		88-3		四国 シコク		徳島県・高知県 トクシマケン コウチ ケン		徳島河川国道・土佐国道 トクシマ トサ コクドウ		32		池田・山城・大豊地区		三好市(徳島県)
池田町白地 ミヨシ シ トクシマ ケン イケダマチ シラジ		大豊町(高知県)
西土居 コウチ ケン ニシドイ		29.5

				201		88-4		四国 シコク		高知県 コウチ ケン		土佐国道 トサ コクドウ		32		大豊地区		大豊町
西土居 ニシドイ		大豊町
高須 タカス		11.2

				202		88-5		四国 シコク		愛媛県 エヒメ ケン		松山河川国道 マツヤマ		33		三坂峠		久万高原町
東明神 クマコウゲンチョウ ヒガシ ミョウジン		砥部町
千足 トベチョウ セン アシ		13.1

				203		88-6		四国 シコク		高知県 コウチ ケン		中村河川国道 ナカムラ		56		片坂		四万十町
金上野 シマントチョウ キンジョウノ		黒潮町
市ノ瀬 クロシオチョウ イチ セ		5.1

				204		88-7		四国 シコク		愛媛県 エヒメ ケン		大洲河川国道 オオズ		56		知永峠		宇和島市
高串 ウワジマシ タカクシ		宇和島市吉田町
立間尻 ウワジマシ ヨシダチョウ タチマジリ		2.2

				205		88-8		四国 シコク		愛媛県 エヒメ ケン		大洲河川国道 オオズ		56		法華津峠 ホッケ ツ トウゲ		宇和島市吉田町
立間 ウワジマシ ヨシダチョウ タチマ		西予市宇和町
伊賀上 セイヨシ ウワチョウ イガ ジョウ		5.6

				206		88-9		四国 シコク		愛媛県 エヒメ ケン		大洲河川国道 オオズ		56		鳥坂峠 トリ サカ トウゲ		西予市宇和町
信里 セイヨシ ウワチョウ ノブ サト		大洲市
松尾 オオズシ マツオ		7.0

				207		88-10		四国 シコク		愛媛県・徳島県 エヒメ ケン トクシマケン		松山河川国道・徳島河川国道 マツヤマ トクシマ		192		川滝～池田地区		四国中央市(愛媛県)
川滝町下山 シコクチュウオウシ エヒメ ケン カワタキチョウ シモヤマ		三好市(徳島県)
池田町白地 ミヨシ トクゾウ トクシマ ケン イケダチョウ ハクチ		16.9

		ok		九州地方整備局　（７区間） キュウシュウ チホウ セイビキョク クカン																		111.8

				208		89-1		九州		大分県 オオイタケン		大分河川国道 オオイタ カセン コクドウ		10		立石峠・赤松峠		宇佐市
大字岩崎 ウサシ オオアザ イワサキ		日出町
大字藤原 ヒジマチ オオアザ フジハラ		24.4

				209		89-2		九州		熊本県 クマモトケン		熊本河川国道 クマモト カセン コクドウ		57		滝室坂		阿蘇市
波野大字小地野 アソシ ナミ ノ オオアザ ショウ チ ノ		阿蘇市
一の宮町大字坂梨 アソシ イチ ミヤ マチ オオアザ サカナシ		7.3

				210		89-3		九州		長崎県 ナガサキ ケン		長崎河川国道 ナガサキ カセン コクドウ		57		雲仙地区		南島原市
深江町乙字中尾尻 ミナミ シマバラ シ フカエ マチ オツ アザ ナカ オ シリ		雲仙市
小浜町北本町字湯崎 ウンゼンシ コハマ マチ キタモト マチ アザ ユ ザキ		23.7

				211		89-4		九州		福岡県 フクオカケン		福岡国道・北九州国道 フクオカ コクドウ キタキュウシュウ コクドウ		201		八木山峠		篠栗町
篠栗 ササグリ マチ ササグリ		飯塚市
蓮台寺 イイヅカ シ レンダイジ		9.3

				212		89-5		九州		福岡県 フクオカケン		福岡国道・北九州国道 フクオカ コクドウ キタキュウシュウ コクドウ		201		八木山バイパス		篠栗町
篠栗 ササグリ マチ ササグリ		飯塚市
弁分 イイヅカ シ ベン ブン		13.3

				213		89-6		九州		大分県 オオイタケン		大分河川国道 オオイタ カセン コクドウ		210		水分峠		九重町
粟野 ココノエ マチ アワ ノ		由布市
湯布院町川西 ユフシ ユフイン マチ カワニシ		21.4

				214		89-7		九州		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島国道 カゴシマ コクドウ		225		川辺峠		南九州市
川辺町清水		鹿児島市
平川町		12.4

				合計　（２１４区間） ゴウケイ クカン																		2,800.6
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