
■新規開通 高速道路・有料道路・ﾊﾞｲﾊﾟｽ・橋

都道府県 種別 路線名
北海道 高速道路 道東自動車道　浦幌ＩＣ～白糠ＩＣ
北海道 国道 岩内共和道路
北海道 国道 函館新外環状道路　空港道路　函館ＩＣ～赤川ＩＣ（仮称）
北海道 国道 帯広広尾自動車道（中札内大樹道路）　更別ＩＣ～忠類大樹ＩＣ
北海道 国道 国道２４２号
北海道 国道 更喜苫内防雪　副道

国道 国道４５４号
青森県 国道 五所川原西バイパス
青森県 国道 五所川原北バイパス
岩手県 国道 国道４５６号
岩手県 国道 西根バイパス
岩手県 国道 津付道路
岩手県 国道 渋民バイパス
宮城県 高速道路 常磐自動車道　鳥の海ＰＡ
宮城県 国道 加美町字原町六角地区道路
宮城県 国道 国道３９８号（宮前工区）
宮城県 国道 国道３９８号
秋田県 国道 国道２８２号
山形県 国道 森バイパス
山形県 国道 中小松バイパス
山形県 国道 大野目交差点改良
山形県 国道 東北中央自動車道　尾花沢ＩＣ～野黒沢ＩＣ
山形県 国道 国道１３号　南成沢交差点
福島県 高速道路 常磐自動車道　浪江ＩＣ～南相馬ＩＣ
福島県 高速道路 常磐自動車道　相馬ＩＣ～山元ＩＣ
福島県 高速道路 常磐自動車道　南相馬鹿島ＳＡ／スマートＩＣ
福島県 高速道路 常磐自動車道　ならはＰＡ
福島県 高速道路 常磐自動車道　常磐富岡ＩＣ～浪江ＩＣ
福島県 国道 国道１１４号
福島県 国道 国道１１３号（駒ヶ嶺）
福島県 国道 小綱木バイパス
茨城県 国道 袋田バイパス
茨城県 国道 国道２９４号
茨城県 国道 笠間バイパス
茨城県 国道 下館バイパス
茨城県 国道 常陸太田東バイパス
茨城県 国道 国道３５５号
茨城県 国道 境岩井バイパス
茨城県 有料道路 圏央道　江戸崎ＰＡ
茨城県 有料道路 圏央道　五霞ＩＣ～境古河ＩＣ
栃木県 国道 宇都宮環状北道路
群馬県 国道 東毛広幹道（玉村伊勢崎バイパス）
群馬県 国道 国道４６２号　琴平山橋
群馬県 国道 椎坂バイパス
埼玉県 国道 国道４６８号
埼玉県 国道 国道１６号
埼玉県 国道 国道２９９号　坂石町分トンネル
埼玉県 国道 国道４号
埼玉県 国道 本庄早稲田駅入口交差点改良
埼玉県 有料道路 圏央道　久喜白岡ＪＣＴ～五霞ＩＣ
千葉県 国道 国道２９８号
千葉県 国道 北千葉道路
千葉県 有料道路 圏央道　神崎ＩＣ～大栄ＪＣＴ
東京都 高速道路 首都高速中央環状品川線　大橋ＪＣＴ～大井ＪＣＴ
東京都 高速道路 中央自動車道　府中スマートＩＣ
東京都 高速道路 首都高速中央環状線　王子南ランプ
東京都 国道 国道１５号
東京都 国道 国道１６号
東京都 国道 国道１７号
神奈川県 国道 函嶺洞門バイパス
神奈川県 国道 小田原箱根道路
神奈川県 有料道路 圏央道　相模原ＩＣ
神奈川県 有料道路 圏央道　海老名ＪＣＴ～寒川北ＩＣ
新潟県 国道 萱峠バイパス
新潟県 国道 切光バイパス
新潟県 国道 滝拡幅
新潟県 国道 国道４９号　姥ヶ山ＩＣ
新潟県 国道 糸魚川東バイパス
新潟県 国道 浦佐バイパス
新潟県 国道 白根バイパス
新潟県 国道 糸魚川地区橋梁架替事業（青海跨線橋）

※種別が国道以上を対象としています



富山県 高速道路 北陸自動車道　高岡砺波スマートＩＣ
富山県 高速道路 東海北陸自動車道　南砺スマートＩＣ
富山県 国道 入善黒部バイパス
富山県 国道 坂東交差点立体化
富山県 国道 国道４７１号
富山県 国道 能越自動車道　七尾大泊ＩＣ～灘浦ＩＣ
富山県 国道 国道４１５号
石川県 国道 藤橋バイパス

国道 能越自動車道　七尾ＩＣ～七尾城山ＩＣ
石川県 国道 大谷道路
石川県 国道 七尾バイパス
福井県 高速道路 舞鶴若狭自動車道　小浜ＩＣ～敦賀ＪＣＴ
福井県 国道 中部縦貫自動車道　永平寺大野道路　福井北ＩＣ（仮称）～松岡ＩＣ（仮称）
山梨県 国道 国道５２号線
山梨県 国道 西関東連絡道路二期　万力ランプ～八幡南ランプ
山梨県 国道 国道１３９号（松姫バイパス）
長野県 国道 国道１８号
長野県 国道 伊南バイパス
長野県 国道 中央橋架け替え
岐阜県 国道 国道２５６号
静岡県 国道 国道１３６号
静岡県 国道 下稲子バイパス
静岡県 国道 青部バイパス
愛知県 国道 蒲郡中央バイパス
愛知県 国道 岡崎・額田バイパス
愛知県 国道 国道４１号
愛知県 国道 南於御所交差点
愛知県 国道 国道１５５号
愛知県 国道 国道２３号
三重県 国道 西浦バイパス
三重県 国道 国道３６５号
三重県 国道 国道３６８号
三重県 国道 国道４２号
三重県 国道 国道２６０号　錦峠
三重県 国道 中勢バイパス
三重県 国道 北勢バイパス
滋賀県 国道 椿坂バイパス
滋賀県 国道 塩津バイパス
滋賀県 国道 国道３０３号
京都府 国道 栗尾バイパス
大阪府 高速道路 阪神高速１４号松原線　松原ＪＣＴ（フル化）
大阪府 高速道路 阪神高速４号湾岸線　三宝ランプ（関西空港方面入口）
大阪府 国道 都計道和泉中央線
大阪府 国道 清滝生駒道路（清滝第一トンネル奈良側坑口～下田原ランプ）
兵庫県 国道 名塩道路（１工区）
兵庫県 国道 神出バイパス
兵庫県 国道 国道４２９号
兵庫県 国道 国道４２７号（坂本交差点改良）
兵庫県 国道 国道２号別所ランプ改良
兵庫県 国道 国道３７３号
奈良県 高速道路 京奈和自動車道　大和郡山ＪＣＴ（仮称）
奈良県 国道 大和御所道路　大和区間（専用部）　大和郡山ＪＣＴ（仮称）～郡山南ＩＣ
奈良県 国道 大和御所道路　御所区間（７工区）　御所ＩＣ～御所南ＩＣ（本線部）
奈良県 国道 大和御所道路　天理王寺線～桜井田原本王寺線（側道部）
和歌山県 国道 竹原拡幅
和歌山県 国道 国道４８０号
和歌山県 国道 国道３７０号（小西工区）
和歌山県 国道 高野山道路
島根県 高速道路 加茂岩倉遺跡公園駐車場（ハイウェイオアシス）
島根県 国道 仁摩温泉津道路　仁摩・石見銀山ＩＣ～湯里ＩＣ
島根県 国道 浜田三隅道路　原井ＩＣ～西村ＩＣ
岡山県 国道 玉島・笠岡道路１期　唐船ＩＣ（仮称）～水玉ＪＣＴ（仮称）
岡山県 国道 玉島・笠岡道路１期　水玉ＪＣＴ（仮称）～金光ＩＣ（仮称）
岡山県 国道 北房バイパス
岡山県 国道 岡山西バイパス（２－２工区）　側道
岡山県 国道 国道３１３号
広島県 高速道路 尾道自動車道　世羅ＩＣ～甲奴ＩＣ
広島県 高速道路 尾道自動車道　甲奴ＩＣ～吉舎ＩＣ
広島県 国道 国道４３３号道路改築事業（廿日市拡幅）
広島県 国道 東広島呉道路　馬木ＩＣ～黒瀬ＩＣ
広島県 国道 大仙バイパス
山口県 国道 下関北バイパス
徳島県 高速道路 徳島自動車道　徳島ＩＣ～鳴門ＪＣＴ
徳島県 国道 徳島南環状道路
香川県 国道 飯山バイパス
香川県 国道 大内白鳥バイパス



愛媛県 国道 国道３７８号（深浦工区）
愛媛県 国道 俵津バイパス（俵津玉津トンネル）
愛媛県 国道 松山外環状道路インター線
愛媛県 国道 宇和島道路　津島高田ＩＣ～津島岩松ＩＣ
愛媛県 有料道路 平野林道
高知県 国道 大植バイパス
高知県 国道 高知南国道路　高知南ＩＣ～なんこく南ＩＣ
高知県 国道 大山道路
高知県 国道 土佐市バイパス
福岡県 高速道路 東九州自動車道　行橋ＩＣ～みやこ豊津ＩＣ
福岡県 高速道路 東九州自動車道　豊前ＩＣ～宇佐ＩＣ
福岡県 高速道路 東九州自動車道　みやこ豊津ＩＣ
福岡県 国道 竹並バイパス
福岡県 国道 国道４９６号（伊良原ダム付替道路）
佐賀県 国道 唐津伊万里道路　北波多ＩＣ～谷口ＩＣ（仮称）
長崎県 国道 国道２０２号（雪浦拡幅）
長崎県 国道 千々石視距改良
長崎県 国道 伊万里松浦道路　山代ＩＣ（仮称）～今福ＩＣ（仮称）
熊本県 国道 熊本北バイパス（１工区）
大分県 高速道路 東九州自動車道　佐伯ＩＣ～蒲江ＩＣ
大分県 国道 野津原バイパス
大分県 国道 中九州横断道路（大野竹田道路）　大野ＩＣ～朝地ＩＣ
大分県 国道 中津日田道路（中津三光道路）
宮崎県 国道 国道１０号長井視距改良
宮崎県 国道 国道３８８号（日平工区）
鹿児島県 高速道路 東九州自動車道　鹿屋串良ＪＣＴ～曽於弥五郎ＩＣ
鹿児島県 国道 坊ノ津道路
鹿児島県 国道 南九州西回り自動車道（出水阿久根道路）　阿久根北ＩＣ～阿久根ＩＣ
鹿児島県 国道 南九州西回り自動車道（川内隈之城道路）　薩摩川内高江ＩＣ～薩摩川内都ＩＣ
鹿児島県 国道 網野子バイパス（網野子トンネル）
鹿児島県 国道 佳例川視距改良


