
主な開通道路
新規開通道路は２０１５年３月の調査時点で２０１５年１０月１日までに供用される
新規道路を収録の対象としました※

全地図更新サービス 地図データの内容

今回の更新で、地図バージョンが２０１５年度第２版(Ver 20.050)*に更新されます。
この地図データは下記時点までに収集した情報をもとに作成したものです。

*Ver番号は予告無く変更される場合がありますが、下記の地図内容には変更ありません。

前バージョンからの主な変更内容

2015年度第2版

(Ver 20.050)用

都道府県 路線名称 区間／施設
霧立小平線 北海道留萌郡小平町字川上
北進平取線 北海道勇払郡厚真町字幌内～むかわ町穂別
道東自動車道　上浦幌ＰＡ 北海道十勝郡浦幌町字栄穂

青森県 白銀市川環状線（中居林工区） 青森県八戸市大字中居林字道合～大字田向字毘沙門
北上東和線　平成大橋 岩手県北上市北工業団地～岩手県北上市更木１０地割
田老地区土地区画整理事業 岩手県宮古市田老字田中～字荒谷

宮城県 河南登米線 宮城県登米市豊里町白鳥～白鳥山
能代五城目線 秋田県山本郡三種町上岩川字下砂子沢
河辺阿仁線 秋田県秋田市河辺三内字田尻下野田
秋田八郎潟線 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字嘉美～字貝保
国道１０８号　前杉バイパス 秋田県由利本荘市矢島町川辺字川原～字築舘

山形県 東山七浦線 山形県山形市大字風間
三穂田須賀川線 福島県須賀川市仁井田字西原～字板屋
小野富岡線（吉間田工区） 福島県いわき市川前町下桶売
御代田バイパス（御代田トンネル） 福島県伊達市月舘町御代田字西～月舘字舘ノ腰
塙泉崎線 福島県西白河郡中島村大字川原田字下町～大字中島
棚倉矢吹線 福島県西白河郡中島村大字二子塚～大字中島
城里那珂線 茨城県水戸市岩根町～那珂市戸
山王下妻線 茨城県下妻市平川戸～大宝
藤沢荒川沖線 茨城県つくば市上野～土浦市高岡
桂常北バイパス 茨城県東茨城郡城里町大字石塚～大字下圷
常陸那珂港山方線 茨城県常陸太田市小島町
大竹鉾田線 茨城県鉾田市烟田
杉山石末線 栃木県塩谷郡高根沢町大字太田
国道２９３号 栃木県鹿沼市亀和田町
栃木粟野線 栃木県栃木市川原田町～野中町
国道１７号 群馬県前橋市関根町
国道２９１号 群馬県利根郡みなかみ町小川
国道１８号（高崎安中拡幅側道） 群馬県安中市中宿～安中５丁目
梨木上神梅停車場線 群馬県みどり市大間々町上神梅
国道４１０号 千葉県南房総市大井
守谷流山線 千葉県柏市若柴～十余二
袖ヶ浦中島木更津線 千葉県木更津市中島～
千葉ニュータウン北環状線 千葉県印西市鹿黒南５丁目～草深
千葉ニュータウン北環状線 千葉県白井市清戸
成田小見川鹿島港線 千葉県香取市虫幡～油田
多古笹本線 千葉県香取郡多古町多古
八千代バイパス 千葉県佐倉市ユーカリが丘６丁目～上座
八王子南バイパス 東京都八王子市大船町～寺田町
大塚駅周辺整備事業 東京都豊島区北大塚２丁目
相模原立川線（側道） 東京都町田市小山町
都計道　飯門田新田線 新潟県上越市北本町３丁目～栄町
大沢小国小千谷線 新潟県長岡市小国町法末
国道４０３号 新潟県上越市安塚区坊金

石川県 清水小坂線 石川県金沢市夕日寺町～牧町
吉田河口湖バイパス 山梨県南都留郡富士河口湖町河口～富士吉田市旭３丁目
台ヶ原長坂線 山梨県北杜市白州町花水～台ヶ原
河口湖精進線 山梨県南都留郡富士河口湖町河口
粟倉飯富線（早川橋架け替え） 山梨県南巨摩郡身延町遅沢～粟倉
和田バイパス（２工区） 長野県飯田市南信濃八重河内
小嵐バイパス 長野県飯田市南信濃八重河内
長野信濃線 長野県上水内郡飯綱町大字川上～大字柳里
北林飯島線 長野県上伊那郡中川村片桐
下呂白川線 岐阜県下呂市門和佐
下石笠原市之倉線 岐阜県多治見市市之倉町１０丁目
桑原下中線 岐阜県羽島市下中町石田
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都道府県 路線名称 区間／施設
安西橋４車線化事業 静岡県静岡市葵区羽鳥２丁目～山崎１丁目
志太榛南バイパス 静岡県焼津市惣右衛門～下小杉
小笠バイパス（棚草工区） 静岡県菊川市赤土～下平川
吉田大東線バイパス 静岡県菊川市吉沢
須美福岡線　永野橋架け替え 愛知県額田郡幸田町大字永野字山川間～岡崎市福岡町字村前
豊橋乗本線 愛知県新城市八名井字神田～一鍬田字西上ノ平
国道２３号 愛知県安城市和泉町八斗蒔～中北
国道２３号 愛知県豊橋市小島町字蛭藻～愛細谷町字井ノ上
豊川片寄線 愛知県豊川市萩町下室～馬場
名古屋岡崎線バイパス 愛知県豊田市福受町下ノ切～安城市里町壱斗山
一志美杉線 三重県津市美杉町下之川～一志町波瀬
茶屋町湯の山停車場線 三重県三重郡菰野町大字菰野
京都縦貫自動車道　丹波IC～京丹波わちIC 京都府船井郡丹波町市森～井脇
国道３０７号　青谷道路 京都府城陽市市辺南垣内～中芦原
国道２４号 京都府城陽市寺田今橋～寺田金尾
国道４２３号 大阪府箕面市下止々呂美
茨木摂津線 大阪府茨木市彩都あさぎ１丁目～大字宿久庄
中国自動車道　夢前スマートＩＣ 兵庫県姫路市夢前町前之庄
関宮小代線 兵庫県美方郡香美町小代区新屋
都計道大日線（姫路環状線） 兵庫県姫路市市之郷～阿保
姫路神河線 兵庫県姫路市夢前町前之庄
宍粟下徳久線 兵庫県佐用郡佐用町下徳久
高砂北条線 兵庫県加古川市東神吉町神吉～宮前
戸毛久米線 奈良県御所市大字柏原～大字今住
今木出口線（馬佐工区） 奈良県吉野郡大淀町大字馬佐
那智勝浦道路　那智勝浦ＩＣ～市屋 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字川関～大字市屋
阪和自動車道　南紀田辺ＩＣ～白浜ＩＣ（仮称） 和歌山県田辺市稲成町～西牟婁郡白浜町富田
阪和自動車道　白浜ＩＣ（仮称）～すさみＩＣ（仮称） 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕～すさみ町江住
吉備金屋線（明王寺～徳田工区） 和歌山県有田郡有田川町大字明王寺～大字天満
白浜空港フラワーライン 和歌山県西牟婁郡白浜町富田～才野
国道３１１号 和歌山県田辺市中辺路町栗栖川～真砂
秋月海南線 和歌山県和歌山市和田～神前
都計道南港山東線 和歌山県和歌山市和田
国道３７０号 和歌山県海草郡紀美野町小畑～動木
国道１６９号　宮井橋架け替え 和歌山県新宮市熊野川町宮井
国道４２４号 和歌山県日高郡みなべ町東神野川～清川
日置川ＩＣアクセス道路 和歌山県西牟婁郡白浜町大古
上富田すさみ線（江住バイパス） 和歌山県西牟婁郡すさみ町江住
那智勝浦古座川線（中崎工区） 和歌山県東牟婁郡古座川町中崎～山手
国道３７０号 和歌山県海草郡紀美野町動木
岩出野上線 和歌山県海草郡紀美野町動木
有田郡有田川町大字明王寺地区道路 和歌山県有田郡有田川町大字天満
和歌山橋本線（遠方～杉原） 和歌山県紀の川市遠方～市風市
海南金屋線　市場バイパス 和歌山県有田郡有田川町大字糸野～大字中野

鳥取県 河原郡家線（門尾橋架け替え） 鳥取県八頭郡八頭町下門尾
黒沢安城浜田線（梨木峠工区） 島根県浜田市長見町
湯抱バイパス 島根県邑智郡美郷町別府～湯抱
木次横田線 島根県仁多郡奥出雲町郡
浜田八重可部線 島根県浜田市旭町坂本
芳井油木線 岡山県井原市芳井町川相
鏡野久世線 岡山県苫田郡鏡野町中谷
長屋賀陽線　田津バイパス 岡山県新見市唐松～土橋
瀬野川福富本郷線（志和堀工区） 広島県東広島市志和町志和堀
七曲井原線 広島県福山市神辺町字三谷
国道４３３号 広島県山県郡北広島町川戸
宇賀安田線（品工区） 広島県三次市甲奴町宇賀

山口県 徳山光線 山口県周南市大字中須北
加賀須野橋架け替え 徳島県徳島市川内町加賀須野～板野郡松茂町広島字中ハリ
徳島北灘線　川筋工区 徳島県鳴門市北灘町折野字藤ノ久保～字上田井
国道１９３号 徳島県海部郡海陽町小川
岡田バイパス 香川県丸亀市綾歌町岡田上～岡田東
川津丸亀線 香川県丸亀市富士見町１丁目～港町
城川梼原線（土居バイパス） 愛媛県西予市城川町土居
猿鳴平城線 愛媛県南宇和郡愛南町中浦～高畑
宇和島城辺線 愛媛県南宇和郡愛南町僧都
美川川内線（お亀橋） 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬
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規制データ

タウンページ ＮＴＴタウンページ株式会社２０１５年３月発行のものを収録しています。

市区町村合併 今回は対象となる情報はありません。

本製品に使用している交通規制データは、２０１５年３月現在のものです。
本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。

※本地図データに収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合がありますので
ご了承ください。ご使用に際しては、実際の道路状況及び交通規制に従ってください。

都道府県 路線名称 区間／施設
宗像篠栗線 福岡県宗像市東郷２丁目～久原
田川桑野線 福岡県田川市大字伊田～白鳥町
直方水巻線（北九鞍手夢大橋） 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧～北九州市八幡西区大字楠橋
飯塚大野城線バイパス 福岡県大野城市御笠川４丁目～乙金東４丁目
柳川筑後線 福岡県柳川市三橋町吉開
山口行橋線バイパス 福岡県京都郡苅田町大字下片島～行橋市大字草野
唐尾広川線 福岡県みやま市瀬高町小田
猪国豊前桝田停車場線 福岡県田川郡川崎町大字安眞木
柳川筑後線 福岡県柳川市三橋町柳河
福岡志摩前原線 福岡県糸島市新田
国道２０８号 福岡県大川市大字津
岡垣宮田線 福岡県宮若市四郎丸
肥前呼子線 佐賀県唐津市鎮西町石室～東松浦郡玄海町大字有浦下
国道２０４号 佐賀県唐津市肥前町新木場
伊万里畑川内厳木線（浪瀬工区） 佐賀県唐津市相知町平山上～厳木町浪瀬

長崎県 青方港魚目線 長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷
泉～相良バイパス 熊本県八代市泉町柿迫～熊椎原
石原～椿拡幅 熊本県下益城郡美里町中
田代御船線 熊本県上益城郡御船町大字上野
萩原下郡線 大分県大分市牧１丁目～下郡東１丁目
国道５０２号 大分県臼杵市野津町大字老松
北方延岡道路　蔵田～北方ＩＣ 宮崎県延岡市北方町蔵田～曽木
国道２１９号（十五番工区） 宮崎県西都市大字尾八重
川床日向新富停車場線（流鏑馬工区） 宮崎県児湯郡新富町大字新田
都農駅前ロータリー 宮崎県児湯郡都農町駅前
養母長里線 鹿児島県日置市東市来町長里
湯湾新村線 鹿児島県大島郡宇検村大字湯湾
石垣港伊原間線（野呂水） 沖縄県石垣市字新川
国道５８号 沖縄県中頭郡北谷町字伊平
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