
主な開通道路
新規開通道路は２０１９年９月の調査時点で２０２０年４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
2020年度版

(Ver.20.140)用

今回の更新で、地図バージョンが2020年度版(Ver.20.140)*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

都道府県 路線名称 施設/区間/地名
金山幾寅停車場線 空知郡南富良野町字東鹿越
大岸礼文停車場線 北海道虻田郡豊浦町字礼文華
文珠砂川線 北海道砂川市焼山
大麻東雁来線 北海道江別市大麻
大椴線 北海道留萌郡小平町字大椴 ～ 北海道留萌郡小平町字寧楽
放射４－２号線 北海道函館市日吉町４丁目 ～ 北海道函館市東山町
札樽自動車道　手稲ＩＣ　小樽方面オンランプ（上り） 北海道札幌市手稲区富丘６条７丁目 ～ 北海道札幌市手稲区手稲本町
根室道路
温根沼ＩＣ（仮称）～根室ＩＣ（仮称）

北海道根室市温根沼 ～ 北海道根室市穂香

深川留萌自動車道（幌糠留萌道路）
留萌大和田ＩＣ～留萌ＩＣ（仮称）

北海道留萌市大字留萌村 ～ 北海道留萌市大字留萌村字バンゴベ

道央圏連絡道路　泉郷道路
中央ランプ～南⾧沼ランプ（仮称）

北海道千歳市中央 ～ 北海道夕張郡⾧沼町東１０線南

旭川紋別自動車道（丸瀬布遠軽道路）
遠軽瀬戸瀬ＩＣ～遠軽ＩＣ

北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬東町 ～ 北海道紋別郡遠軽町豊里

八雲厚沢部線 北海道二海郡八雲町落部
櫛引上名久井三戸線 三戸郡南部町大字森越字町小路 ～ 三戸郡南部町大字森越字腰廻
軽米名川線・名川階上線 青森県三戸郡南部町大字剣吉字荒町

吉里吉里釜石線
上閉伊郡大槌町安渡２丁目 ～ 上閉伊郡大槌町安渡３丁目
釜石市片岸町第１０地割

水沢東バイパス 奥州市水沢東中通り２丁目 ～ 奥州市水沢上姉体７丁目
八戸久慈自動車道
侍浜ＩＣ（仮称）～久慈北ＩＣ

久慈市侍浜町桑畑 ～ 久慈市夏井町鳥谷

都南川目道路
田の沢ＩＣ～手代森ＩＣ

盛岡市手代森７地割 ～ 盛岡市川目第５地割

宮古箱石道路 宮古市古田第１地割 ～ 宮古市川井第３地割
重茂半島線＜大沢～浜川目工区＞ 下閉伊郡山田町大沢第６地割 ～ 下閉伊郡山田町大沢第１１地割
大島線 気仙沼市浦の浜
大島浪板線 気仙沼市大浦
三陸自動車道（気仙沼道路）
気仙沼中央ＩＣ～気仙沼港ＩＣ（仮称）

気仙沼市松崎高谷 ～ 気仙沼市赤岩港

古川東バイパス（２工区） 大崎市三本木上伊場野字逆川 ～ 大崎市古川宮内字上供輪堂

石巻鮎川線
石巻市小網倉浜椿下 ～ 石巻市清水田浜尾崎
石巻市十八成浜十八成

塩釜亘理線 仙台市宮城野区岡田字新浜中通 ～ 仙台市若林区藤塚字一本松
相馬亘理線（坂元外工区） 福島県相馬郡新地町大字埓木崎字磯山 ～ 亘理郡山元町坂元字真加串
川添下浜停車場線 秋田市下浜羽川字水垂 ～ 秋田市下浜羽川字五郎池
秋田自動車道　横手北スマートＩＣ 横手市猪岡字水越
下浜道路 秋田市下浜桂根字浜添 ～ 秋田市下浜羽川字上浜

山形県 安田砂越停車場線　上野曽根工区 酒田市漆曽根字上田元 ～ 酒田市上野曽根字郷野目端
柳渡戸常葉線（関本） 田村市常葉町関本字岡ノ内 ～ 田村市常葉町小檜山
上郷下野尻線 耶麻郡西会津町新郷大字豊洲字寺前 ～ 耶麻郡西会津町新郷大字笹川字薮沢

広野小高線
双葉郡楢葉町大字井出字谷地 ～ 双葉郡楢葉町大字井出字田仲
双葉郡双葉町大字両竹字細田 ～ 双葉郡浪江町大字両竹字的場

常磐自動車道
常磐双葉ＩＣ

双葉郡双葉町大字寺沢字唐沢

東北中央自動車道
相馬ＩＣ～相馬山上ＩＣ

相馬市山上字山岸 ～ 相馬市山上字小田原

国道２８９号 東白川郡鮫川村大字青生野字青生野
国道３９９号（戸渡２工区） いわき市小川町上小川字下戸渡 ～ 双葉郡川内村大字下川内
国道４５９号（西新殿） 二本松市西新殿字古屋敷 ～ 二本松市西新殿字太郎田
相馬亘理線（原釜工区） 相馬市原釜字北谷地 ～ 相馬市原釜字蕨平

相馬亘理線（新地工区）
相馬郡新地町大戸浜字前田上 ～ 相馬郡新地町小川字浜田
相馬郡新地町大字埓木崎字作田 ～ 相馬郡新地町大字埓木崎字磯山

土湯温泉線（狼ヶ森工区） 福島市松川町水原字唐滝
二本松金屋線（糠沢工区） 本宮市糠沢字山中 ～ 本宮市糠沢字八幡

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

福島県



都道府県 路線名称 施設/区間/地名
⾧沢水戸線 常陸大宮市三美
那珂瓜連線 那珂市瓜連 ～ 那珂市下大賀
茨城空港アクセス道路 小美玉市竹原 ～ 石岡市正上内
下土木内常陸太田線 日立市神田町 ～ 常陸太田市上土木内町
戸崎上稲吉線 土浦市神立東１丁目 ～ 土浦市白鳥町
常磐自動車道
水戸北スマートＩＣ　フル化

水戸市飯富町

袋田バイパス 久慈郡大子町大字袋田 ～ 久慈郡大子町大字南田気
笠間バイパス 笠間市下市毛 ～ 笠間市手越
国道３５５号 石岡市正上内
新都市中央通り線（面野井工区） つくば市島名 ～ つくば市面野井
上久我栃木線 鹿沼市上南摩町
佐野環状線　佐野市黒袴工区 佐野市黒袴町
大橋家中線　家中工区 栃木市都賀町家中
南新井前橋線バイパス 前橋市池端町
国道１４５号 吾妻郡⾧野原町大字⾧野原
上信自動車道
祖母島～箱島バイパス

吾妻郡東吾妻町大字岡崎 ～ 渋川市祖母島

上信自動車道　川島バイパス 渋川市祖母島 ～ 渋川市金井
上信自動車道　金井バイパス 渋川市金井
西毛広域幹線道路　高崎西工区 高崎市箕郷町上芝
コンベンション施設北口線 高崎市岩押町
都計道　熊谷谷郷線 熊谷市中西３丁目 ～ 熊谷市上之
冑山熊谷線 熊谷市屈戸 ～ 熊谷市高本
葛和田新堀線 熊谷市新堀 ～ 熊谷市高柳
国道１７号 行田市大字持田
松伏春日部関宿線 幸手市大字惣新田
熊谷館林線 熊谷市新島 ～ 熊谷市代
成田両国線 富里市七栄
田之倉橋架け替え 香取郡多古町本三倉 ～ 香取市西田部
圏央道　茂原⾧柄スマートＩＣ 茂原市国府関
青ヶ島循環線 青ヶ島村
相模原立川線
（都計道多摩３・１・６号南多摩尾根幹線　小山）側道

町田市小山町

首都高速中央環状線
小松川ＪＣＴ・中環小松川ランプ入口（および小松川ランプ
出口形状変更）

江戸川区松島１丁目 ～ 江戸川区東小松川２丁目

首都高速３号渋谷線　渋谷入口（下り） 渋谷区東１丁目 ～ 渋谷区渋谷３丁目
中川大橋東交差点改良 葛飾区新宿４丁目
新宿国立線（放射第５号線　久我山） 杉並区上高井戸２丁目 ～ 三鷹市牟礼１丁目
新宿国立線（三鷹３・２・２号東八道路） 三鷹市牟礼１丁目 ～ 三鷹市北野２丁目
大田神奈川線 横浜市鶴見区馬場７丁目 ～ 横浜市神奈川区西寺尾１丁目
上粕屋厚木線（伊勢原大山ＩＣアクセス道路） 伊勢原市西富岡 ～ 伊勢原市上粕屋
首都高速神奈川７号横浜北西線
横浜港北ＪＣＴ～横浜青葉ＪＣＴ

横浜市青葉区下谷本町 ～ 横浜市都筑区川向町

首都高速神奈川７号横浜北線　馬場ランプ 横浜市鶴見区馬場７丁目
新東名高速道路　伊勢原ＪＣＴ～伊勢原大山ＩＣ 伊勢原市東富岡 ～ 伊勢原市上粕屋

新潟県 国道２９２号 妙高市大字東関 ～ 妙高市大字猿橋
砺波東バイパス 砺波市芹谷 ～ 砺波市頼成
宇奈月大沢野線 中新川郡上市町中村 ～ 中新川郡上市町下田

福井県 佐田竹波敦賀線（美浜バイパス） 三方郡美浜町北田 ～ 三方郡美浜町菅浜
山梨県 鳴沢富士河口湖線 南都留郡富士河口湖町勝山

御馬越塩尻停車場線　中組バイパス 東筑摩郡朝日村大字西洗馬
波田北大妻豊科線 松本市波田
宇山バイパス 北佐久郡立科町大字山部 ～ 北佐久郡立科町大字宇山
国道２５４号 上田市東内
三遠南信自動車道（飯喬道路）
天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ

飯田市川路 ～ 飯田市龍江

国道２５６号 山県市西深瀬
東海環状自動車道　関広見ＩＣ～山県ＩＣ 関市広見 ～ 山県市西深瀬
東海環状自動車道　大野神戸ＩＣ～大垣西ＩＣ 揖斐郡大野町大字下磯 ～ 大垣市桧町
東海環状自動車道
岐阜三輪スマートＩＣ／岐阜三輪ＰＡ

岐阜市北野北

東名高速道路　日本平久能山スマートＩＣ 静岡市駿河区片山
笹原山中バイパス（笹原工区） 三島市山中新田 ～ 三島市笹原新田
井川湖御幸線 静岡市葵区昭府２丁目 ～ 静岡市葵区上伝馬
清水富士宮線 静岡市清水区吉原

神奈川県

富山県

⾧野県

岐阜県

静岡県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都



都道府県 路線名称 施設/区間/地名
豊田北バイパス 豊田市平戸橋町上井畑 ～ 豊田市勘八町中根
東三河環状線（三蔵子工区） 豊川市篠田町新切 ～ 豊川市樽井町川添
知多横断道路（セントレアライン）
りんくうＩＣ　（下り出口連結路の一般道接続箇所増設）

常滑市りんくう町１丁目 ～ 常滑市りんくう町２丁目

新名神高速道路　亀山西ＪＣＴ　伊勢方面ランプ 亀山市安坂山町
土場バイパス 熊野市神川町柳谷 ～ 熊野市神川町神上
下羽田市辺線 東近江市市辺町
大石東バイパス 大津市関津１丁目 ～ 大津市大石東２丁目
大津南郷宇治線 大津市石山外畑町
大津信楽線（平野・黄瀬工区） 大津市平野２丁目 ～ 大津市牧３丁目
木津東バイパス 木津川市木津馬場南 ～ 木津川市城山台１３丁目
国道１７８号 京丹後市久美浜町
国道３１２号 京丹後市久美浜町橋爪
阪神高速１６号大阪港線
西船場ＪＣＴ　（１６号下り→１号連結路開設および信
濃橋ランプ入口移設）

大阪市西区西本町１丁目

阪神高速６号大和川線　鉄砲ランプ～三宅西ランプ 堺市堺区南島町５丁 ～ 松原市三宅西７丁目
阪神高速４号湾岸線　助松ランプ　入口料金所 泉大津市臨海町１丁目
阪神高速４号湾岸線　泉大津ランプ　入口料金所 泉大津市なぎさ町
阪神高速４号湾岸線　助松ＪＣＴ　入口料金所 高石市綾園７丁目
美原太子線（粟ヶ池バイパス） 富田林市中野町３丁目 ～ 富田林市宮町１丁目
西京高槻線（梶原工区） 高槻市萩之庄１丁目 ～ 高槻市梶原１丁目
金浦和田山線　ラウンドアバウト 朝来市和田山町白井
黒田庄多井田線（喜多バイパス） 西脇市黒田庄町喜多 ～ 西脇市黒田庄町岡
阪神高速５号湾岸線　尼崎末広ランプ　入口料金所 尼崎市末広町１丁目
阪神高速５号湾岸線　鳴尾浜ランプ　入口料金所 西宮市鳴尾浜１丁目
三木宍粟線（丸山バイパス） 加西市北条町北条 ～ 加西市北条町西高室
国道２４号 橿原市川西町 ～ 橿原市一町
十津川道路　１工区 吉野郡十津川村大字平谷 ～ 吉野郡十津川村大字折立
橿原高取線（一町工区） 橿原市川西町

和歌山県 阪井バイパス 海南市木津 ～ 海南市重根東２丁目
金沢伏野線（三津工区） 鳥取市三津
福永由良線 東伯郡琴浦町大字大杉
国道９号　湯梨浜地区交差点立体化 東伯郡湯梨浜町はわい⾧瀬
津山智頭八東線 八頭郡智頭町大字坂原
波佐芸北線 浜田市金城町波佐
益田種三隅線（東町工区） 益田市東町
大田井田江津線（波積工区） 江津市波積町本郷
皆井田江津線 江津市跡市町
一の瀬折居線（滝見工区） 浜田市三隅町井野
田所国府線 浜田市金城町追原
伴広島線　己斐峠 広島市西区己斐上３丁目 ～ 広島市西区己斐上５丁目
矢野海田線 安芸郡海田町西明神町
吉舎油木線（小畠工区） 神石郡神石高原町上 ～ 神石郡神石高原町小畠
宮野上山口停車場線 山口市宮野下
山陰自動車道　⾧門・俵山道路
俵山北ＩＣ～⾧門湯本温泉ＩＣ

⾧門市俵山 ～ ⾧門市深川湯本

山口鉦打線 阿南市福井町裂股 ～ 阿南市福井町馬路
志度山川線 阿波市阿波町東原
市坪橋北交差点改良 松山市保免上２丁目
国道４４１号 大洲市松尾
岩目地西佐川停車場線 高岡郡佐川町加茂
上ノ加江窪川線（黒石工区） 高岡郡四万十町黒石
橘防災 吾川郡仁淀川町橘 ～ 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津
南国伊野線 高知市土佐山弘瀬
高知南環状線（八田工区） 吾川郡いの町八田
吉富港線 築上郡吉富町大字広津
猪国豊前桝田停車場線（田川市工区・川崎町工区） 田川郡川崎町大字安眞木 ～ 田川市大字猪国
新延植木線 鞍手郡鞍手町大字中山 ～ 直方市大字植木
八丁峠道路 朝倉市秋月野鳥 ～ 嘉麻市大力
千手バイパス 嘉麻市嘉穂才田 ～ 嘉麻市大力
前原富士線 糸島市⾧野
北九州小竹線 直方市大字永満寺 ～ 直方市大字畑
宗像篠栗線 宮若市三ケ畑 ～ 宮若市湯原

高知県

福岡県

鳥取県

島根県

広島県

山口県

徳島県

愛媛県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

愛知県



規制データ

タウンページ

市区町村合併

          ＮＴＴタウンページ株式会社２０１９年９月発行のものを収録しています。

          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、２０１９年９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 施設/区間/地名
⾧崎式見港線 ⾧崎市油木町
湯ノ本芦辺線 壱岐市勝本町立石南触 ～ 壱岐市勝本町立石仲触
松浦ＩＣアクセス道路 松浦市志佐町浦免
諫早飯盛線 諫早市飯盛町開 ～ 諫早市飯盛町後田

稲生野甲佐線
上益城郡山都町島木
上益城郡山都町北中島

内牧坂梨線 阿蘇市一の宮町中通 ～ 阿蘇市一の宮町三野
田代御船線 上益城郡御船町大字上野
小池竜田線 上益城郡益城町大字小池 ～ 上益城郡益城町大字島田
九州自動車道　人吉球磨スマートＩＣ 人吉市七地町
知十橋架け替え 上天草市松島町今泉
都計道　⾧洲玉名線 玉名郡⾧洲町大字⾧洲
佐俣拡幅 下益城郡美里町佐俣
本渡牛深線 天草市河浦町宮野河内
水俣田浦線 葦北郡芦北町大字女島
芦北坂本線 葦北郡芦北町大字宮浦
緒方大野線（両家工区） 豊後大野市大野町夏足
成仏杵築線 杵築市大字鴨川 ～ 杵築市大字溝井
龍原挾間線 由布市挾間町小野 ～ 由布市庄内町龍原
東山庄内線 由布市庄内町北大津留
和田大鶴停車場線 日田市大字大肥
東九州自動車道　佐伯弥生ＰＡ（上り） 佐伯市弥生大字床木
国道４４２号 大分市大字今市
庄内久住線（大龍工区） 由布市庄内町五ケ瀬
玖珠山国線　松信工区 玖珠郡玖珠町大字太田
東九州自動車道　国富スマートＩＣ 東諸県郡国富町大字岩知野
宮崎東環状道路　広瀬バイパス 宮崎市佐土原町東上那珂 ～ 宮崎市佐土原町下那珂
東九州自動車道　延岡南ＩＣ　料金所新設　（および延岡
ＩＣ～延岡南ＩＣの道路表示種別を国道→国道（有
料）に変更）

延岡市伊形町

東郷西方港線 薩摩川内市湯田町
国道２２６号 南さつま市笠沙町片浦
国道３８９号 出水郡⾧島町山門野
指宿鹿児島インター線 指宿市池田
浦添西原線 浦添市字前田 ～ 中頭郡西原町字翁⾧
南部東道路　４工区（大里東ＩＣ～佐敷・玉城ＩＣ） 南城市玉城字船越 ～ 南城市佐敷字新里

鹿児島県

沖縄県

⾧崎県

熊本県

大分県

宮崎県


