
2021年12月更新

道路名 詳細
九州中央自動車道 日之影深角ＩＣ ～ （七折）(2.3km)
新東名高速道路 新磐田スマートＩＣ
中部横断自動車道 南部ＩＣ ～ 下部温泉早川ＩＣ(13.2km)
国道2号 岡山県 笠岡市 西大島新田
国道42号 三重県 尾鷲市 南浦 ～ 三木里町
国道58号 沖縄県 名護市 世冨慶 ～ 許田
国道158号 福井県 大野市 西勝原
国道185号 広島県 呉市 阿賀中央
国道327号 宮崎県 椎葉村 松尾 ～ 下福良
国道331号 沖縄県 那覇市 具志
国道397号 岩手県 奥州市 水沢羽田町 ～ 水沢真城
国道417号 福井県 越前市 南坂下町
宮城県道41号 女川町 野々浜 ～ 大石原浜
山形県道49号 山形市 鮨洗
福島県道296号 郡山市 富久山町久保田
茨城県道16号 茨城町 中央工業団地 ～ 駒渡
栃木県道25号 さくら市 鹿子畑 ～ 金枝
栃木県道177号 鹿沼市 上南摩町
千葉県道64号 佐倉市 臼井田干拓 ～ 印西市 師戸
新潟県道46号 新潟市西区 板井 ～ 新潟市南区 上塩俵
新潟県道220号 新潟市南区 松橋 ～ 上塩俵
新潟県道236号 長岡市 東谷
福井県道206号 越前市 勝蓮花町
山梨県道31号 山梨市 堀内
長野県道228号 高森町 吉田 ～ 下市田
和歌山県道149号 和歌山市 府中 ～ 小豆島
島根県道40号 川本町 多田
島根県道161号 出雲市 大社町修理免 ～ 大社町杵築南
島根県道224号 津和野町 冨田
岡山県道273号 倉敷市 亀山
山口県道60号 周防大島町 地家室
山口県道280号 長門市 渋木
徳島県道29号 徳島市 西新浜町 ～ 新浜本町
徳島県道136号 徳島市 万代町 ～ 昭和町
福岡県道3号 大牟田市 新勝立町 ～ 勝立

2021年11月更新

道路名 詳細
東九州自動車道 志布志ＩＣ ～ 鹿屋串良ＪＣＴ(19.2km)
国道2号 岡山県 岡山市南区 古新田 ～ 大福
国道2号 広島県 尾道市 福地町
国道123号 茨城県 常陸大宮市 野口
国道152号 長野県 伊那市 高遠町藤澤 ～ 高遠町長藤
国道293号 栃木県 鹿沼市 下奈良部町 ～ 上殿町
国道303号 滋賀県 高島市 今津町北生見
国道343号 岩手県 一関市 大東町渋民 ～ 大東町大原
国道398号 宮城県 石巻市 雄勝町雄勝
国道407号 埼玉県 日高市 森戸新田
国道444号 佐賀県 白石町 福富下分 ～ 小城市 芦刈町永田
国道494号 高知県 須崎市 桑田山乙 ～ 吾井郷乙
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国道500号 福岡県 東峰村 小石原 ～ 朝倉市 江川
宮城県道2号 石巻市 渡波
宮城県道2号 石巻市 十八成浜
宮城県道27号 東松島市 野蒜
宮城県道41号 女川町 高白浜 ～ 小乗浜
宮城県道247号 石巻市 門脇 ～ 東松島市 大曲
福島県道337号 磐梯町 赤枝
茨城県道46号 つくばみらい市 小張
茨城県道68号 龍ケ崎市 白羽 ～ 八代町
茨城県道120号 美浦村 木原
茨城県道136号 常総市 古間木
茨城県道243号 龍ケ崎市 白羽
茨城県道285号 東海村 舟石川駅西
栃木県道41号 益子町 長堤 ～ 上山
埼玉県道52号 越谷市 東町 ～ 吉川市 平沼
千葉県道76号 八街市 八街 ～ 大木
千葉県道286号 銚子市 高神東町 ～ 天王台
東京都道450号 足立区 梅田
東京都道450号 足立区 関原 ～ 梅田
石川県道104号 白山市 宮保町 ～ 千代野南
福井県道141号 敦賀市 手
三重県道108号 木曽岬町 三崎
兵庫県道9号 豊岡市 城崎町今津
兵庫県道548号 豊岡市 城崎町戸島
広島県道155号 三原市 高坂町真良 ～ 本郷町船木
愛媛県道22号 松山市 南吉田町
長崎県道151号 佐世保市 知見寺町
熊本県道149号 南阿蘇村 河陽
大分県道638号 竹田市 平田 ～ 飛田川

2021年10月更新

道路名 詳細
国道7号 新潟県 聖籠町 藤寄
国道9号 京都府 南丹市 園部町河原町 ～ 園部町上本町
国道45号 岩手県 普代村 第２０地割 ～ 第２３地割
国道168号 奈良県 五條市 大塔町小代
国道217号 大分県 津久見市 セメント町 ～ 下青江
国道270号 鹿児島県 南さつま市 金峰町尾下 ～ 金峰町中津野
国道280号 青森県 今別町 奥平部 ～ 砂ケ森
国道289号 福島県 鮫川村 青生野
国道302号 愛知県 飛島村 木場
国道340号 岩手県 住田町 上有住
国道342号 岩手県 一関市 花泉町永井
国道372号 京都府 南丹市 園部町天引 ～ 園部町南八田
国道422号 三重県 紀北町 島原
国道425号 和歌山県 印南町 川又
国道445号 熊本県 五木村 甲
岩手県道44号 田野畑村 切牛 ～ 島越
宮城県道218号 気仙沼市 磯草
秋田県道36号 横手市 大森町
山形県道3号 米沢市 六郷町西江股
山形県道11号 白鷹町 荒砥甲 ～ 鮎貝
福島県道391号 富岡町 仏浜
福島県道391号 楢葉町 井出
茨城県道145号 小美玉市 竹原 ～ 竹原中郷
茨城県道179号 水戸市 元石川町
栃木県道33号 小山市 粟宮
栃木県道146号 上三川町 多功



群馬県道132号 安中市 下秋間 ～ 安中
群馬県道151号 渋川市 赤城町滝沢
群馬県道161号 榛東村 新井 ～ 吉岡町 陣場
千葉県道51号 松戸市 紙敷 ～ 高塚新田
東京都道204号 奥多摩町 日原
新潟県道204号 聖籠町 藤寄
福井県道34号 池田町 小畑 ～ 千代谷
長野県道368号 長野市 村山
三重県道61号 志摩市 阿児町志島 ～ 阿児町甲賀
三重県道581号 紀北町 長島
島根県道5号 浜田市 佐野町
島根県道279号 出雲市 下横町
広島県道448号 庄原市 東城町小奴可
香川県道4号 まんのう町 吉野下 ～ 岸上
香川県道205号 多度津町 道福寺 ～ 庄
福岡県道23号 大木町 上牟田口 ～ 柳川市 蒲生
福岡県道94号 みやま市 高田町今福
福岡県道418号 香春町 中津原
大分県道34号 豊後高田市 小田原
大分県道45号 豊後大野市 三重町伏野
大分県道217号 津久見市 合ノ元町
宮崎県道235号 延岡市 細見町
鹿児島県道55号 湧水町 木場
沖縄県道38号 西原町 徳佐田 ～ 浦添市 前田
沖縄県道81号 北中城村 喜舎場 ～ 渡口

2021年9月更新

道路名 詳細
岩手県道9号 大船渡市 赤崎町
長野県道60号 長野市 桐原 ～ 吉田
岐阜県道387号 多治見市 市之倉町
山口県道38号 長門市 俵山 ～ 油谷河原

2021年8月更新

道路名 詳細
伊勢自動車道 多気ヴィソンスマートＩＣ
新東名高速道路 新御殿場ＩＣ ～ 御殿場ＪＣＴ(7.1km)
東北中央自動車道 霊山ＩＣ ～ 伊達桑折ＩＣ(10.2km)
名古屋第二環状自動車道 名古屋西ＪＣＴ ～ 飛島ＪＣＴ(12.2km)
国道18号 長野県 長野市 北長池 ～ 柳原
国道23号 愛知県 飛島村 梅之郷
国道34号 長崎県 長崎市 馬町 ～ 芒塚町
国道42号 三重県 松阪市 下蛸路町 ～ 八太町
国道45号 宮城県 南三陸町 歌津
国道45号 岩手県 久慈市 侍浜町 ～ 洋野町 種市
国道106号 岩手県 宮古市 区界 ～ 平津戸
国道106号 岩手県 宮古市 蟇目 ～ 腹帯
国道106号 岩手県 宮古市 川井 ～ 箱石
国道138号 静岡県 小山町 須走
国道138号 静岡県 御殿場市 茱萸沢 ～ 中畑
国道155号 愛知県 瀬戸市 西本町 ～ 山脇町
国道178号 京都府 宮津市 里波見
国道212号 大分県 日田市 大山町西大山
国道284号 岩手県 一関市 滝沢
国道299号 埼玉県 入間市 鍵山 ～ 河原町
国道301号 愛知県 豊田市 大内町 ～ 松平志賀町
国道302号 愛知県 大治町 砂子 ～ 飛島村 木場



国道363号 愛知県 瀬戸市 西本町 ～ 幸町
国道398号 宮城県 石巻市 中央 ～ 中瀬
国道469号 静岡県 御殿場市 茱萸沢 ～ 中畑
岩手県道41号 宮古市 重茂
宮城県道41号 女川町 飯子浜
宮城県道238号 石巻市 雄勝町上雄勝 ～ 雄勝町雄勝
宮城県道240号 石巻市 湊 ～ 魚町
福島県道36号 いわき市 川前町小白井
茨城県道23号 結城市 山王 ～ 粕礼
埼玉県道151号 加須市 下高柳 ～ 上高柳
埼玉県道184号 小川町 上横田 ～ 高谷
埼玉県道267号 幸手市 権現堂 ～ 茨城県 五霞町 元栗橋
千葉県道182号 富津市 岩本
東京都道108号 練馬区 大泉町
東京都道316号 品川区 東品川 ～ 八潮
新潟県道65号 佐渡市 下川茂
福井県道2号 福井市 蔵作町 ～ 西天田町
静岡県道406号 御殿場市 柴怒田 ～ 中畑
愛知県道207号 瀬戸市 幸町 ～ 山脇町
愛知県道207号 瀬戸市 西蔵所町 ～ 西本町
兵庫県道52号 神戸市西区 玉津町高津橋 ～ 水谷
兵庫県道414号 姫路市 玉手 ～ 町坪
和歌山県道103号 橋本市 神野々 ～ 吉原
和歌山県道190号 日高川町 中津川 ～ 玄子
岡山県道62号 倉敷市 児島由加
岡山県道268号 倉敷市 児島上の町 ～ 児島由加
広島県道155号 三原市 本郷町船木
福岡県道593号 筑前町 上高場
長崎県道257号 大村市 沖田町 ～ 鬼橋町
熊本県道56号 津奈木町 福浜
熊本県道213号 阿蘇市 一の宮町手野
大分県道696号 大分市 生石港町 ～ 生石
沖縄県道240号 南風原町 与那覇

2021年7月更新
道路名 詳細
中央自動車道 座光寺スマートＩＣ
東海北陸自動車道 一宮稲沢北ＩＣ
東北自動車道 矢板北スマートＩＣ
東名高速道路 綾瀬スマートＩＣ
東名高速道路 豊田上郷スマートＩＣ
徳島南部自動車道 徳島沖洲ＩＣ ～ 徳島津田ＩＣ(2.8km)
福岡都市高速アイランドシティ線 香椎浜ＪＣＴ ～ アイランドシティ出入口(2.5km)
三陸自動車道 気仙沼港ＩＣ ～ 唐桑半島ＩＣ(7.3km)
国道2号 広島県 三原市 糸崎 ～ 尾道市 福地町
国道5号 北海道 小樽市 塩谷 ～ 桃内
国道42号 三重県 尾鷲市 南浦
国道45号 宮城県 気仙沼市 波路上向原 ～ 本吉町野々下
国道208号 福岡県 大川市 三丸 ～ 大野島
国道278号 北海道 函館市 上湯川町 ～ 亀田中野町
国道325号 熊本県 南阿蘇村 立野 ～ 河陽
国道389号 熊本県 天草市 天草町下田北
国道408号 栃木県 真岡市 長田 ～ 寺内
国道432号 島根県 松江市 大庭町
北海道道217号 北見市 朝日町 ～ 川東
北海道道1132号 函館市 東山町
北海道道1177号 函館市 高松町 ～ 上湯川町
青森県道200号 鶴田町 野木 ～ 菖蒲川



岩手県道164号 洋野町 種市
岩手県道216号 洋野町 種市
宮城県道26号 気仙沼市 大峠山 ～ 東八幡前
宮城県道38号 山元町 坂元 ～ 亘理町 吉田
宮城県道121号 山元町 山寺
宮城県道218号 気仙沼市 磯草 ～ 浦の浜
宮城県道264号 大和町 宮床
山形県道27号 大江町 貫見 ～ 沢口
福島県道391号 南相馬市 小高区浦尻 ～ 浪江町 棚塩
茨城県道108号 ひたちなか市 南神敷台 ～ 富士ノ上
埼玉県道54号 八潮市 西袋 ～ 柳之宮
神奈川県道45号 横浜市都筑区 佐江戸町
新潟県道286号 村上市 村上 ～ 七湊
福井県道21号 高浜町 神野 ～ 難波江
長野県道55号 生坂村 ～ 東広津
静岡県道65号 浜松市東区 西ケ崎町 ～ 中郡町
三重県道698号 津市 雲出伊倉津町 ～ 雲出長常町
大阪府道1号 茨木市 大岩 ～ 福井
大阪府道26号 堺市東区 北野田 ～ 堺市美原区 南余部
大阪府道114号 茨木市 福井
島根県道278号 出雲市 里方町 ～ 矢尾町
岡山県道96号 和気町 吉田 ～ 藤野
高知県道19号 津野町 桑ケ市
福岡県道18号 大川市 大野島
福岡県道30号 福津市 中央
鹿児島県道109号 曽於市 末吉町南之郷 ～ 宮崎県 都城市 梅北町
鹿児島県道472号 霧島市 国分中央 ～ 国分向花町
沖縄県道86号 南城市 玉城 ～ 佐敷

2021年6月更新
道路名 詳細
国道40号 北海道 幌延町 幌延 ～ 天塩町 サクカヘシ
国道45号 岩手県 久慈市 新井田 ～ 長内町
国道45号 岩手県 陸前高田市 気仙町
国道55号 高知県 高知市 五台山 ～ 一宮
国道57号 熊本県 南阿蘇村 立野 ～ 大津町 瀬田
国道118号 茨城県 那珂市 下大賀
国道212号 大分県 中津市 耶馬溪町宮園 ～ 耶馬溪町山移
国道232号 北海道 天塩町 サクカヘシ
国道275号 北海道 浜頓別町 中央北 ～ 中央南
国道279号 青森県 むつ市 大畑町
国道403号 新潟県 十日町市 小白倉卯
国道477号 滋賀県 大津市 真野
国道493号 高知県 北川村 小島
北海道道121号 幌延町 幌延
北海道道214号 帯広市 西二十三条北
岩手県道13号 花巻市 太田 ～ 轟木
岩手県道41号 宮古市 重茂
岩手県道210号 一戸町 中里
岩手県道231号 大槌町 小鎚
宮城県道27号 東松島市 野蒜
宮城県道41号 女川町 高白浜
宮城県道41号 女川町 飯子浜 ～ 野々浜
宮城県道218号 気仙沼市 二ノ浜
宮城県道218号 気仙沼市 磯草
宮城県道238号 石巻市 雄勝町上雄勝 ～ 雄勝町雄勝
山形県道47号 鶴岡市 羽黒町手向
福島県道355号 須賀川市 滑川



茨城県道52号 笠間市 長兎路
新潟県道45号 佐渡市 沢崎 ～ 江積
新潟県道81号 佐渡市 上横山
山梨県道106号 甲府市 下飯田 ～ 飯田
長野県道203号 辰野町 伊那富
長野県道408号 野沢温泉村 東大滝 ～ 栄村 豊栄
長野県道508号 上松町 荻原 ～ 大桑村 殿
岐阜県道432号 下呂市 火打
静岡県道75号 静岡市清水区 庵原町
愛知県道277号 美浜町 野間
愛知県道373号 豊川市 御津町広石 ～ 為当町
滋賀県道183号 日野町 三十坪 ～ 内池
京都府道241号 宇治市 宇治
和歌山県道25号 日高川町 山野
和歌山県道35号 田辺市 中万呂
島根県道7号 邑南町 日貫
島根県道41号 江津市 桜江町市山 ～ 桜江町八戸
島根県道266号 松江市 鹿島町古浦 ～ 西長江町
徳島県道44号 東みよし町 西庄
愛媛県道22号 松山市 南吉田町
高知県道33号 高知市 鏡今井
高知県道39号 いの町 大内
宮崎県道3号 日南市 大窪
鹿児島県道24号 日置市 東市来町美山
鹿児島県道63号 志布志市 有明町伊崎田 ～ 志布志町安楽
鹿児島県道206号 鹿児島市 犬迫町
鹿児島県道320号 薩摩川内市 川永野町

2021年5月更新
道路名 詳細
北陸自動車道 上市スマートＩＣ
国道136号 静岡県 伊豆の国市 南江間
国道340号 岩手県 宮古市 和井内 ～ 岩泉町 大川
群馬県道30号 藤岡市 篠塚 ～ 高崎市 木部町
群馬県道377号 長野原町 川原湯 ～ 東吾妻町 大柏木
新潟県道45号 佐渡市 住吉
山梨県道718号 富士吉田市 上暮地 ～ 小明見
岡山県道124号 美作市 宮原
広島県道59号 三原市 本郷町上北方
徳島県道139号 阿波市 土成町土成
大分県道52号 別府市 南立石

2021年4月更新
道路名 詳細
秋田自動車道 蟹沢ＩＣ ～ 大館能代空港ＩＣ(5.3km)
道央自動車道 苫小牧中央ＩＣ
日本海東北自動車道 酒田みなとＩＣ ～ 遊佐比子ＩＣ(5.5km)
国道32号 香川県 三豊市 財田町財田上 ～ 徳島県 三好市 池田町州津
国道41号 岐阜県 高山市 久々野町山梨 ～ 一之宮町
国道45号 岩手県 普代村 第１１地割
国道45号 青森県 階上町 道仏 ～ 岩手県 洋野町 種市
国道108号 秋田県 由利本荘市 鳥海町下川内
国道398号 宮城県 石巻市 中央 ～ 八幡町
国道398号 秋田県 湯沢市 皆瀬
国道398号 秋田県 羽後町 足田
岩手県道231号 大槌町 大町 ～ 須賀町
宮城県道41号 女川町 高白浜



宮城県道145号 松島町 高城
宮城県道218号 気仙沼市 浪板 ～ 東八幡前
宮城県道247号 東松島市 大曲
秋田県道57号 羽後町 足田
埼玉県道337号 所沢市 日吉町 ～ 東住吉
東京都道166号 福生市 志茂
兵庫県道23号 三木市 末広 ～ 別所町高木
和歌山県道103号 橋本市 吉原
岡山県道468号 赤磐市 小鎌
徳島県道6号 三好市 池田町西山
宮崎県道24号 国富町 本庄 ～ 田尻

2021年3月更新
道路名 詳細
三陸自動車道 小泉海岸ＩＣ ～ 本吉津谷ＩＣ(2km)
国道3号 佐賀県 鳥栖市 永吉町 ～ 姫方町
国道106号 岩手県 盛岡市 簗川 ～ 宮古市 区界
国道123号 茨城県 城里町 上圷 ～ 下圷
国道151号 愛知県 新城市 長篠
国道168号 奈良県 五條市 大塔町阪本
国道220号 宮崎県 日南市 伊比井
国道270号 鹿児島県 南さつま市 金峰町新山 ～ 金峰町中津野
国道327号 宮崎県 椎葉村 松尾
国道414号 静岡県 下田市 須原
宮城県道26号 気仙沼市 岩月千岩田 ～ 松崎片浜
群馬県道10号 富岡市 富岡
千葉県道24号 袖ケ浦市 上泉
千葉県道24号 袖ケ浦市 高谷 ～ 下泉
愛知県道36号 東郷町 春木
愛知県道279号 美浜町 古布
徳島県道282号 阿南市 加茂町
愛媛県道136号 新居浜市 本郷
高知県道342号 四万十市 角崎
長崎県道174号 壱岐市 勝本町立石南触
鹿児島県道106号 曽於市 財部町下財部
沖縄県道207号 石垣市 川平

2021年2月更新
道路名 詳細
のと里山海道 内灘白帆台ＩＣ
首都圏中央連絡自動車道 厚木スマートＩＣ
北近畿豊岡自動車道 但馬空港ＩＣ ～ 日高神鍋高原ＩＣ(6.1km)
国道45号 宮城県 南三陸町 歌津
国道57号 熊本県 大津町 大津 ～ 阿蘇市 赤水
国道113号 山形県 南陽市 梨郷 ～ 砂塚
国道156号 岐阜県 郡上市 大和町万場 ～ 白鳥町中津屋
国道254号 長野県 上田市 平井
国道342号 岩手県 一関市 花泉町永井
国道354号 茨城県 境町 蛇池 ～ 山崎
国道398号 宮城県 石巻市 雄勝町雄勝
国道399号 山形県 南陽市 和田
国道411号 山梨県 甲州市 塩山上萩原
青森県道43号 つがる市 豊富町 ～ 中泊町 福浦
青森県道214号 南部町 苫米地
宮城県道38号 山元町 坂元
宮城県道192号 石巻市 雄勝町雄勝
宮城県道238号 石巻市 長面



秋田県道36号 横手市 雄物川町大沢
山形県道49号 山形市 内表 ～ 鮨洗
茨城県道123号 土浦市 下高津
茨城県道242号 鉾田市 梶山 ～ 二重作
栃木県道27号 那珂川町 馬頭 ～ 和見
栃木県道190号 野木町 丸林 ～ 潤島
群馬県道68号 伊勢崎市 東町
埼玉県道47号 東松山市 松山町 ～ 市ノ川
千葉県道13号 長柄町 刑部
東京都道160号 八王子市 子安町
神奈川県道63号 平塚市 片岡
岐阜県道435号 高山市 朝日町胡桃島
愛知県道67号 清須市 一場 ～ 朝日
愛知県道157号 大口町 竹田 ～ 江南市 前野町高島
京都府道70号 井手町 井手
和歌山県道35号 田辺市 中万呂
岡山県道349号 美咲町 休石
岡山県道422号 真庭市 蒜山下長田
愛媛県道156号 今治市 上徳
愛媛県道336号 新居浜市 観音原町
福岡県道53号 久留米市 北野町石崎
福岡県道738号 久留米市 北野町石崎
佐賀県道48号 佐賀市 久保泉町下和泉
熊本県道149号 阿蘇市 赤水
大分県道635号 大分市 白木

2021年1月更新
道路名 詳細
国道3号 福岡県 北九州市小倉北区 砂津
国道7号 秋田県 大館市 白沢
国道25号 三重県 伊賀市 治田 ～ 奈良県 山添村 遅瀬
国道36号 北海道 白老町 竹浦 ～ 北吉原
国道229号 北海道 せたな町 瀬棚区北島歌 ～ 瀬棚区島歌
国道239号 北海道 下川町 上名寄
国道290号 新潟県 魚沼市 高倉
国道293号 茨城県 常陸太田市 瑞龍町
国道313号 岡山県 真庭市 下方
北海道道1048号 留萌市 留萌村
岩手県道38号 陸前高田市 広田町
岩手県道275号 大船渡市 末崎町
宮城県道218号 気仙沼市 浪板
茨城県道61号 那珂市 瓜連
富山県道60号 入善町 古黒部 ～ 藤原
長野県道408号 栄村 豊栄
三重県道620号 菰野町 潤田 ～ 川北
三重県道699号 松阪市 大塚町 ～ 大平尾町
島根県道278号 出雲市 高岡町
香川県道43号 高松市 西植田町
福岡県道93号 大牟田市 岩本
沖縄県道82号 南風原町 喜屋武

2020年12月更新
道路名 詳細
東北中央自動車道 伊達桑折ＩＣ ～ 桑折ＪＣＴ(2km)
三浦縦貫道路 林ＩＣ ～ （高円坊）(1.9km)
三陸自動車道 宮古中央ＪＣＴ ～ 田老真崎海岸ＩＣ(17km)
国道41号 岐阜県 高山市 一之宮町



国道45号 宮城県 南三陸町 歌津
国道106号 岩手県 宮古市 松山 ～ 藤原
国道108号 宮城県 大崎市 古川宮内 ～ 古川馬寄
国道166号 大阪府 羽曳野市 飛鳥
国道205号 長崎県 佐世保市 有福町 ～ 指方町
国道220号 宮崎県 日南市 伊比井 ～ 富土
国道242号 北海道 足寄町 北六条 ～ 下愛冠
国道321号 高知県 四万十市 山路
国道346号 宮城県 登米市 東和町錦織
国道357号 千葉県 浦安市 舞浜 ～ 弁天
国道371号 和歌山県 橋本市 柱本
国道398号 宮城県 南三陸町 戸倉
国道459号 福島県 喜多方市 山都町相川
国道505号 沖縄県 名護市 仲尾 ～ 呉我
北海道道38号 岩見沢市 栗沢町万字大平 ～ 毛陽町
北海道道1132号 函館市 日吉町 ～ 東山町
岩手県道41号 山田町 大沢
宮城県道32号 大崎市 古川大幡 ～ 古川宮内
宮城県道38号 山元町 坂元
宮城県道44号 山元町 坂元
宮城県道243号 東松島市 矢本 ～ 小松
福島県道43号 喜多方市 山都町三津合
福島県道107号 国見町 藤田
福島県道254号 双葉町 長塚 ～ 中野
福島県道320号 国見町 藤田
福島県道391号 双葉町 中野
茨城県道45号 つくば市 洞下 ～ 筑西市 東石田
茨城県道123号 つくば市 下河原崎
栃木県道175号 佐野市 赤見町
栃木県道218号 足利市 小俣町 ～ 小俣南町
群馬県道24号 高崎市 上中居町 ～ 岩押町
千葉県道4号 印西市 竹袋 ～ 大森
千葉県道5号 流山市 西平井 ～ 鰭ケ崎
千葉県道6号 市川市 稲荷木 ～ 河原
東京都道46号 八王子市 楢原町 ～ 四谷町
東京都道311号 大田区 羽田空港
神奈川県道304号 鎌倉市 台
富山県道11号 砺波市 上中野 ～ 庄川町庄
岐阜県道212号 神戸町 新屋敷
愛知県道2号 田原市 緑が浜 ～ 浦町
愛知県道483号 幸田町 芦谷
大阪府道110号 茨木市 東福井
奈良県道1号 奈良市 三条大路
島根県道297号 江津市 跡市町
岡山県道70号 津山市 宮尾
岡山県道224号 瀬戸内市 邑久町尻海
山口県道11号 山口市 阿東蔵目喜
香川県道8号 観音寺市 観音寺町
愛媛県道154号 今治市 朝倉上
福岡県道564号 糸島市 三坂
佐賀県道38号 武雄市 山内町鳥海
熊本県道28号 熊本市西区 田崎 ～ 田崎本町
鹿児島県道43号 いちき串木野市 荒川 ～ 羽島
沖縄県道71号 名護市 呉我

2020年11月更新
道路名 詳細
松山自動車道 中山スマートＩＣ



中国自動車道 湯田温泉スマートＩＣ
東名高速道路 駒門スマートＩＣ
首都高速神奈川７号横浜北線 馬場出入口
神戸淡路鳴門自動車道 淡路北スマートＩＣ
国道4号 岩手県 奥州市 水沢上姉体 ～ 水沢東中通り
国道7号 秋田県 秋田市 下浜桂根 ～ 下浜羽川
国道44号 北海道 根室市 穂香 ～ 温根沼
国道45号 宮城県 気仙沼市 本吉町菅の沢 ～ 本吉町中島
国道119号 栃木県 宇都宮市 上戸祭町 ～ 長岡町
国道125号 埼玉県 久喜市 佐間 ～ 加須市 北大桑
国道125号 茨城県 つくば市 寺具 ～ 磯部
国道152号 長野県 飯田市 南信濃八重河内
国道175号 兵庫県 西脇市 寺内 ～ 黒田庄町大伏
国道219号 宮崎県 宮崎市 佐土原町東上那珂 ～ 佐土原町下那珂
国道269号 鹿児島県 南大隅町 佐多伊座敷
国道327号 宮崎県 諸塚村 七ツ山
国道365号 三重県 四日市市 西坂部町
国道403号 新潟県 田上町 田上 ～ 新潟市秋葉区 天ヶ沢
国道411号 山梨県 甲州市 塩山上萩原
国道473号 静岡県 浜松市天竜区 佐久間町川合 ～ 佐久間町中部
岩手県道275号 大船渡市 末崎町
宮城県道41号 石巻市 鮫浦
宮城県道218号 気仙沼市 浦の浜
宮城県道221号 南三陸町 志津川
秋田県道240号 秋田市 下浜羽川
秋田県道279号 湯沢市 三梨町
福島県道73号 本宮市 糠沢 ～ 仁井田
栃木県道33号 小山市 粟宮
埼玉県道131号 上里町 勅使河原
千葉県道25号 東金市 家徳
神奈川県道2号 横浜市港北区 菊名 ～ 横浜市鶴見区 馬場
神奈川県道111号 横浜市鶴見区 馬場 ～ 横浜市神奈川区 西寺尾
神奈川県道312号 藤沢市 川名
福井県道33号 美浜町 北田
福井県道33号 美浜町 菅浜
福井県道141号 敦賀市 浦底 ～ 白木
福井県道241号 おおい町 犬見 ～ 大島
長野県道326号 大町市 平
三重県道11号 鈴鹿市 山本町 ～ 小岐須町
三重県道622号 四日市市 山之一色町
三重県道750号 志摩市 磯部町的矢
京都府道25号 亀岡市 千歳町千歳 ～ 馬路町
京都府道109号 福知山市 拝師
兵庫県道56号 豊岡市 但東町天谷
和歌山県道183号 有田川町 小川 ～ 青田
岡山県道258号 赤磐市 殿谷 ～ 岡
愛媛県道128号 四国中央市 土居町土居 ～ 土居町中村
愛媛県道219号 松前町 鶴吉
長崎県道125号 諫早市 貝津町 ～ 小船越町
大分県道621号 由布市 庄内町野畑
大分県道707号 臼杵市 深江
宮崎県道53号 えびの市 向江
宮崎県道403号 えびの市 浦
鹿児島県道39号 いちき串木野市 上名
中央自動車道 談合坂スマートＩＣ
国道24号 京都府 木津川市 木津
国道25号 奈良県 斑鳩町 稲葉西
国道55号 徳島県 阿南市 那賀川町中島 ～ 原ケ崎町
国道106号 岩手県 宮古市 川井



国道163号 京都府 木津川市 木津 ～ 城山台
国道163号 京都府 木津川市 山城町上狛 ～ 城山台
国道207号 長崎県 諫早市 多良見町佐瀬
国道482号 岡山県 真庭市 蒜山吉田
岩手県道28号 花巻市 東十二丁目 ～ 高木
福島県道391号 楢葉町 下繁岡 ～ 波倉
埼玉県道24号 所沢市 東所沢和田 ～ 下安松
山梨県道30号 上野原市 大野
長野県道15号 飯田市 鼎切石 ～ 北方
愛知県道56号 安城市 里町
愛知県道63号 岩倉市 鈴井町 ～ 西市町
滋賀県道158号 野洲市 入町
大阪府道228号 和泉市 槇尾山町 ～ 坪井町
兵庫県道29号 たつの市 揖保町東用 ～ 揖保町栄
兵庫県道440号 たつの市 揖西町北山 ～ 揖保川町二塚
山口県道214号 山口市 小郡下郷
徳島県道191号 阿南市 原ケ崎町 ～ 住吉町
鹿児島県道40号 姶良市 蒲生町上久徳
国道2号 兵庫県 たつの市 揖保町西構 ～ 揖保町門前
国道56号 高知県 宿毛市 平田町黒川 ～ 和田
国道289号 福島県 鮫川村 渡瀬
国道353号 群馬県 東吾妻町 箱島 ～ 渋川市 金井
国道409号 千葉県 長南町 坂本 ～ 千田
国道414号 静岡県 沼津市 下香貫
国道418号 岐阜県 山県市 岩佐 ～ 富永
国道462号 群馬県 藤岡市 坂原
茨城県道10号 日立市 十王町友部
茨城県道14号 筑西市 蕨 ～ 徳持
茨城県道16号 笠間市 橋爪
群馬県道161号 吉岡町 陣場 ～ 前橋市 池端町
千葉県道79号 横芝光町 坂田 ～ 古川
新潟県道51号 新潟市中央区 本馬越 ～ 南笹口
新潟県道222号 糸魚川市 頭山 ～ 西川原
山梨県道201号 甲州市 塩山下粟生野 ～ 塩山赤尾
山梨県道705号 都留市 つる ～ 金井
静岡県道24号 裾野市 千福 ～ 石脇
静岡県道29号 静岡市葵区 渡
三重県道30号 松阪市 嬉野釜生田町
兵庫県道77号 丹波市 山南町青田
奈良県道7号 奈良市 石木町 ～ 中町
奈良県道36号 河合町 川合 ～ 川西町 保田
和歌山県道7号 和歌山市 宇田森 ～ 山口西
和歌山県道104号 橋本市 隅田町芋生 ～ 恋野
国道58号 沖縄県 名護市 世冨慶
国道219号 宮崎県 西米良村 横野 ～ 越野尾
国道322号 福岡県 大任町 今任原 ～ 香春町 中津原
国道322号 福岡県 香春町 高野 ～ 採銅所
国道340号 岩手県 陸前高田市 高田町
国道429号 岡山県 美作市 粟井中
北海道道137号 西興部村 上藻
北海道道216号 帯広市 新町東 ～ 新町西
北海道道1056号 江別市 朝日町 ～ 上江別東町
岩手県道38号 陸前高田市 高田町
宮城県道41号 女川町 鷲神浜 ～ 小乗浜
長野県道82号 上田市 古安曽
滋賀県道47号 大津市 伊香立北在地町 ～ 伊香立生津町
奈良県道242号 宇陀市 室生三本松
島根県道37号 松江市 美保関町片江
岡山県道356号 奈義町 西原



山口県道1号 岩国市 御庄
愛媛県道328号 久万高原町 中黒岩
高知県道297号 佐川町 加茂
高知県道389号 安芸市 久世町 ～ 矢ノ丸
福岡県道418号 香春町 中津原 ～ 柿下
福岡県道444号 桂川町 土居 ～ 土師
佐賀県道344号 有田町 二ノ瀬
熊本県道152号 山都町 島木
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