
 

１１１１．．．．    新規道路追加新規道路追加新規道路追加新規道路追加    

新規追加した都市間高速道路、都市高速道路、有料道路におけるＩＣ、ＳＡ／ＰＡ、ＪＣＴ等を表１に示しま

す。 

 

 

表１ 新規追加道路一覧 
路線名 区間 名称 改変内容 備考 

道央自動車道 落部ＩＣ～森 IC 落部ＩＣ 既存施設  

    森ＩＣ 新設  

道東自動車道 夕張ＩＣ～占冠 IC 夕張ＩＣ 既存施設  

    むかわ穂別ＩＣ 新設  

    占冠ＩＣ 既存施設  

   占冠ＰＡ 新設  

   由仁ＰＡ 新設  

舞鶴若狭自動車道 小浜西ＩＣ～小浜 IC 小浜西ＩＣ 既存施設  

    加斗ＰＡ 新設  

    小浜ＩＣ 新設  

中央自動車道（河口湖線）   都留ＩＣ 既存施設  

紀勢自動車道 尾鷲北ＩＣ～海山 IC 尾鷲北ＩＣ 新設  

（尾鷲区間）   海山ＩＣ 新設  

能越自動車道 氷見北ＩＣ～灘浦ＩＣ 氷見北ＩＣ 既存施設  

（富山区間）   灘浦ＩＣ 新設  

日高自動車道 日高富川ＩＣ～日高門別 IC 日高富川ＩＣ 既存施設  

（門別厚賀道路）   日高門別ＩＣ 新設  

西九州自動車道 相浦中里ＩＣ～佐々IC 相浦中里ＩＣ 既存施設  

（佐々佐世保道路）   佐々ＩＣ 新設  

松山自動車道 西予宇和ＩＣ～宇和島北 IC 西予宇和ＩＣ 既存施設  

（宇和線）   三間ＩＣ 新設  

    宇和島北ＩＣ 新設  

新東名高速道路 御殿場ＪＣＴ～浜松いなさ北 IC 御殿場ＪＣＴ 新設  

    長泉沼津ＩＣ 新設  

    駿河湾沼津ＳＡ 新設  

    新富士ＩＣ 新設  

    新清水ＩＣ 新設  

    清水ＰＡ 新設  

    新清水ＪＣＴ 新設  

    新静岡ＩＣ 新設  

    静岡ＳＡ 新設  

     藤枝岡部 IC 新設  

    藤枝ＰＡ 新設  

    島田金谷ＩＣ 新設  



 
路線名 区間 名称 改変内容 備考 

新東名高速道路   掛川ＰＡ 新設  

    森掛川ＩＣ 新設  

    遠州森町ＰＡ 新設  

    浜松浜北ＩＣ 新設  

    浜松ＳＡ 新設  

    浜松いなさＪＣＴ 新設  

    浜松いなさ北ＩＣ 新設  

新東名高速道路 新清水ＪＣＴ～清水 JCT 新清水ＪＣＴ 新設  

（清水連絡路）   清水いはらＩＣ 新設  

    清水ＪＣＴ 新設  

新東名高速道路 浜松いなさＪＣＴ～三ヶ日 JCT 浜松いなさＪＣＴ 新設  

（浜松連絡路）   浜松いなさ北ＩＣ 新設  

    浜松いなさＩＣ 新設  

    三ヶ日ＪＣＴ 新設  

名古屋高速４号東海線 木場ランプ～東海 JCT 木場ランプ 新設  

（南区間）   船見ランプ 新設  

    東海新宝ランプ 新設  

    東海ＪＣＴ 新設  

日本海東北自動車道 温海ＩＣ～鶴岡 JCT 温海ＩＣ 新設 仮称 

（山形区間）   五十川ＩＣ 新設 仮称 

    三瀬ＩＣ 新設  

    鶴岡西ＩＣ 新設  

    鶴岡ＪＣＴ 新設  

圏央道 八王子ＪＣＴ～高尾山 IC 八王子ＪＣＴ 既存施設  

    高尾山ＩＣ 新設  

松江自動車道 三刀屋木次ＩＣ～吉田掛合ＩＣ 三刀屋木次ＩＣ 既存施設  

    吉田掛合ＩＣ 新設  

北陸自動車道   白山ＩＣ 新設  

名古屋高速４号東海線   山王ランプ 新設  

名古屋高速４号東海線   尾頭橋ランプ 新設  

山陽自動車道（宇部下関線）   宇部本線料金所 新設  

常磐自動車道 原町ＩＣ～相馬 IC 原町ＩＣ 新設 仮称 

（相馬区間）   相馬ＩＣ 新設  

 

※ IC：出入口・インターチェンジ・ランプ、JCT：ジャンクション、SA：休憩施設(サービスエリア)、 

PA：休憩施設(パーキングエリア) 
 



 

２２２２．．．．高速略図高速略図高速略図高速略図におけるにおけるにおけるにおける変更内容変更内容変更内容変更内容    

新規に高速略図表示対象路線とした 12 区間を表２に示します。 

 

表２ １２年度更新版 高速略図対象路線（１１年度版からの追加分） 

No. 路線 追加区間 備考 

1 道央自動車道 落部ＩＣ～森 IC  

2 舞鶴若狭自動車道 小浜西ＩＣ～小浜 IC  

3 紀勢自動車道 尾鷲北ＩＣ～海山 IC 尾鷲区間 

4 松山自動車道 西予宇和ＩＣ～宇和島北 IC 宇和線 

5 新東名高速道路 御殿場ＪＣＴ～浜松いなさ JCT  

6 新東名高速道路 新清水ＪＣＴ～清水 JCT 清水連絡路 

7 新東名高速道路 浜松いなさＪＣＴ～三ヶ日 JCT 浜松連絡路 

8 名古屋高速４号東海線 木場ランプ～東海 JCT 南区間 

9 日本海東北自動車道 温海ＩＣ～鶴岡 JCT 山形区間 

10 圏央道 八王子ＪＣＴ～高尾山 IC  

11 松江自動車道 三刀屋木次ＩＣ～吉田掛合ＩＣ  

12 常磐自動車道 原町ＩＣ～相馬 IC 相馬区間 

    

    

３３３３．．．．市区町村合併対応市区町村合併対応市区町村合併対応市区町村合併対応    

            表３の市区町村合併に対応しました。 

表３ 1２年度更新版 市区町村合併リスト（１１年度からの追加分） 

実施日 都道府県名 旧市町村名 新市町村名 

熊本市 

熊本市 北区 

熊本市 西区 

熊本市 中央区 

熊本市 東区 

2012/04/01 熊本県 熊本市 

熊本市 南区 

2012/01/04 愛知県 愛知郡 長久手町 長久手市 

2011/11/11 石川県 石川郡 野々市町 野々市市 

川口市 
2011/10/11 埼玉県 

鳩ヶ谷市 
川口市 

出雲市 
2011/10/01 島根県 

簸川郡 斐川町 
出雲市 

栃木市 
2011/10/01 栃木県 

上都賀郡 西方町 
栃木市 

一関市 
2011/09/26 岩手県 

東磐井郡 藤沢町 
一関市 

松江市 
2011/08/01 島根県 

八束郡 東出雲町 
松江市 

 


