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＜主な高速／有料道路の新規開通情報＞
No. 道路種別 変更区分 路 線 名 区　間
1

高速

新設 道央自動車道　 苫小牧中央 IC
2 延伸 日本海沿岸東北自動車道　 酒田みなと IC ～ 遊佐比子 IC
3 新設 常磐自動車道 常磐双葉 IC
4 新設 北陸自動車道　 上市スマート IC
5 新設 中央自動車道　 談合坂スマート IC
6 新設 東名高速道路　 駒門スマート IC
7 延伸 新東名高速道路　 御殿場 IC（仮称）～ 御殿場 JCT
8 新設 東海北陸自動車道　 一宮稲沢北 IC
9 新設 中国自動車道　 湯田温泉スマート IC
10 延伸 徳島南部自動車道　 徳島津田 IC ～ 徳島沖洲 IC
11 新設 松山自動車道　 中山スマート IC
12 新設 九州自動車道　 桜島スマート IC　下りオフランプ追加
13

都市高速

延伸 首都高速 1 号羽田線 勝島出入口 ～ 芝浦出入口
14 新設 首都高速神奈川 7 号横浜北線 馬場出入口
15 新設 馬場入口（内路交差点側）
16 延伸 首都高速神奈川 7 号横浜北西線 横浜青葉出入口 ～ 横浜港北 JCT
17 新設 阪神高速 1 号環状線 信濃橋入口
18 延伸 阪神高速 6 号大和川線 鉄砲出入口 ～ 三宅西出入口
19 新設

阪神高速 4 号湾岸線　
新高石 PA（仮称）

20 新設 泉大津ランプ　入口料金所
21 新設 助松 JCT　入口料金所
22 延伸 福岡高速 6 号アイランドシティ線 香椎浜 JCT ～ アイランドシティランプ
23

高規格

延伸 函館新外環状道路　空港道路 赤川 IC ～ 函館空港 IC
24 延伸 国道 233 号 留萌大和田 IC ～ 留萌 IC
25 延伸 国道 44 号 温根沼 IC ～ 根室 IC
26 延伸 下北半島縦貫道路（むつ南バイパス） むつ尻屋崎 IC ～ むつ東通 IC
27 延伸 三陸北縦貫道路　 田野畑北 IC ～ 普代 IC
28 延伸 田野畑南 IC（仮称） ～ 田野畑 IC（仮称）
29 延伸 三陸沿岸道路　 普代 ～ 久慈 IC
30 延伸 宮古箱石道路　　 （蟇目腹帯工区）
31 延伸 （川井箱石工区）
32 延伸 宮古盛岡横断道路 区界 ～ 簗川
33 延伸 国道 106 号 古田 ～ 川井
34 延伸

国道 45 号
久慈北 IC ～ 侍浜 IC

35 延伸 宮古中央 JCT ～ 田老真崎海岸 IC
36 延伸 洋野種市 IC ～ 階上 IC
37 延伸 宮古西道路　 宮古港 IC ～ 宮古中央 IC
38 延伸 国道 45 号 気仙沼中央 IC ～ 気仙沼港 IC
39 延伸 三陸自動車道（気仙沼道路） 気仙沼港 IC ～ 唐桑南 IC（仮称）
40 延伸 三陸自動車道（歌津本吉道路） 小泉海岸 IC ～ 本吉津谷 IC
41 延伸 鷹巣大館道路　 鷹巣西道路接続部 ～ 大館能代空港 IC
42 延伸 県道 325 号線 蟹沢 IC ～ 北秋田市脇神
43 延伸 国道 115 号線 伊達桑折 IC ～ 桑折 JCT
44 延伸 東北中央自動車道　 伊達中央 IC ～ 伊達桑折 IC
45 延伸 霊山 IC ～ 伊達中央 IC
46 延伸 茂原一宮道路 （長生グリーンライン）
47 新設 国道 468 号 茂原長柄スマート IC
48 延伸 三浦縦貫道路２期　 林 IC ～ 三浦市初声町高円坊
49 新設 県道 60 号線 内灘白帆台 IC
50 延伸 国道 475 号 関広見 IC ～ 山県 IC
51 新設 国道 136 号線 江間 IC
52 延伸 江間料金所 ～ 江間 IC
53 延伸 須走道路 御殿場バイパス
54 延伸 奥比叡ドライブウェイ 仰木出入口 ～ 延暦寺東塔出入口
55 延伸 西脇北バイパス　 寺内ランプ ～ 大伏ランプ
56 延伸 北近畿豊岡自動車道（日高豊岡南道路） 但馬空港 IC ～ 日高神鍋高原 IC
57 延伸 木原道路
58 延伸 猪ノ鼻道路
59 延伸 高知東部自動車道　 高知 JCT ～ 高知南 IC
60 延伸 中村宿毛道路　 平田 IC ～ 宿毛和田 IC
61 延伸 有明海沿岸道路（大川バイパス） 大野島 IC（仮称） ～ 大川東 IC（仮称）
62 延伸 中津日田道路（耶馬溪道路）
63 延伸 都城志布志道路　 金御岳 IC ～ 末吉 IC
64 延伸 甑島縦貫道路
65 延伸 都城志布志道路（有明志布志道路） 有明東 IC ～ 志布志 IC（仮称）
66 延伸 県道 125 号 小船越 IC ～ 諫早 IC
67 延伸 国道 57 号線 阿蘇西 IC ～ 大津 IC
68 新設 国道 10 号 延岡南 IC
69 延伸 南部東道路　４工区 （大里東 IC ～ 佐敷・玉城 IC）
70

有料

新設 圏央道　 厚木 PA スマート IC
71 新設 第二京阪道路　 鴨川西本線料金所（仮称）
72 新設 神戸淡路鳴門自動車道　 淡路北スマート IC
73 新設 第二阪奈道路　 フリーフロー ETC 設備設置
74 無料化 日塩有料道路、城ヶ島大橋、三才山トンネル、松本トンネル有料道路、広島熊野道路

※ 開通時期により、ルート案内はおこないますが料金や音声データなど詳細情報が収録されていない場
合があります。


