
都道府県 種別 路線名 区間/施設

北海道 高速 道東自動車道 浦幌IC～白糠IC

北海道 自動車専用道 国道236号　帯広広尾自動車道 更別IC～忠類大樹IC

北海道 自動車専用道 国道278号　函館新外環状道路 函館IC～赤川IC

青森 自動車専用道 国道101号　津軽自動車道 五所川原北IC～つがる柏ＩＣ

宮城 自動車専用道 国道45号　三陸自動車道 石巻北IC

宮城

福島
高速 常磐自動車道 相馬IC～山元IC

宮城 高速 常磐自動車道 鳥の海PA

山形 自動車専用道 国道13号　東北中央自動車道 野黒沢IC～尾花沢IC

山形 自動車専用道 国道13号　新庄北道路 道路名変更　[旧]新庄北道路→[新]東北中央自動車道

山形 自動車専用道 国道13号　尾花沢新庄道路 道路名変更　[旧]尾花沢新庄道路→[新]東北中央自動車道

福島 高速 常磐自動車道 浪江IC～南相馬IC

福島 直轄国道 国道6号　帰還困難区域の通行規制解除 浪江町高瀬 ～  富岡町本岡

福島 高速 常磐自動車道 南相馬鹿島SA

福島 スマートIC 常磐自動車道 南相馬鹿島スマートIC

福島 高速 常磐自動車道 常磐富岡IC～浪江IC

福島 高速 常磐自動車道 ならはPA

茨城 自動車専用道 国道468号　圏央道 江戸崎PA

茨城 直轄国道 国道50号　下館バイパス 筑西市神分～栗島

茨城

埼玉
自動車専用道 国道468号　圏央道 久喜白岡Jct～境古河IC

茨城

千葉
自動車専用道 国道468号　圏央道 稲敷IC～神崎IC

群馬 他の国道 国道354号　玉村伊勢崎バイパス 玉村町福島～伊勢崎市田中町

千葉 自動車専用道 国道468号　圏央道 神崎IC～大栄Jct

千葉 有料道 房総スカイライン有料道路 無料通行措置（2013年2月14日より実施中、2019年4月20日まで継続）

千葉 その他 富里市道01-008号線

東京 都市高速 首都高速湾岸線 臨海副都心入口　仮移設

東京 都市高速 首都高速中央環状線 大井Jct～大橋Jct

東京

神奈川
自動車専用道 国道468号　圏央道 相模原愛川IC～高尾山IC

東京 スマートIC 中央自動車道 府中スマートIC

東京 都市高速 首都高速中央環状線 王子南出入口

神奈川 自動車専用道 国道468号　圏央道 寒川北IC～海老名Jct

神奈川 有料道 トーヨータイヤターンパイク 名称変更　[旧]トーヨータイヤターンパイク→[新]マツダターンパイク箱根

神奈川 自動車専用道 国道468号　圏央道 相模原IC

富山

石川
自動車専用道 国道470号　能越自動車道 七尾大泊IC～灘浦IC

富山 スマートIC 東海北陸自動車道 南砺スマートIC

富山 スマートIC 北陸自動車道 高岡砺波スマートIC

富山 直轄国道 国道8号　入善黒部バイパス 黒部市古御堂～魚津市江口

石川 自動車専用道 国道470号　能越自動車道 七尾IC～七尾城山IC

福井 高速 舞鶴若狭自動車道 小浜IC～敦賀Jct

福井 自動車専用道 国道158号　中部縦貫自動車道 福井北Jct～松岡IC

山梨 自動車専用道 国道140号　西関東道路 万力ランプ～八幡南ランプ

三重 直轄国道 国道23号　中勢バイパス 津市野田～津市高茶屋小森町

京都 自動車専用道 国道478号　京都縦貫自動車道 京丹波わちIC～丹波IC

大阪 有料道 なみはや大橋 無料化

大阪 有料道 大阪港咲洲トンネル 無料化

大阪 高速 近畿自動車道
守口Jct　阪神高速12号守口線から近畿自動車道（松原方面）へのランプ開設

※阪神高速12号守口線と接続

大阪 都市高速 阪神高速4号湾岸線 三宝出入口　関空方面への入口開設

大阪 都市高速 阪神高速14号松原線 松原Jct　近畿自動車道方面へのランプ開設

大阪 有料道 菅原城北大橋 無料化

兵庫 自動車専用道 国道2号　姫路バイパス 別所ランプ　フル化（明石方面出入口開設）

奈良 自動車専用道 国道24号　京奈和自動車道 三宅IC

奈良 自動車専用道 国道24号　京奈和自動車道 郡山下ツ道Jct～郡山南IC

奈良 自動車専用道 国道24号　京奈和自動車道 御所IC～御所南IC

島根 自動車専用道 国道9号　山陰道 仁摩・石見銀山IC～湯里IC

島根 自動車専用道 国道9号　山陰道 原井IC～西村IC

島根 自動車専用道 国道9号　山陰道 IC名変更　[旧]三宮IC→[新]相生IC

岡山 自動車専用道 国道2号　玉島・笠岡道路 唐船IC～金光IC

広島 高速 尾道自動車道 世羅IC～吉舎IC

広島 自動車専用道 国道2号　東広島バイパス 中野東IC

広島 自動車専用道 国道375号　東広島呉道 黒瀬IC～馬木IC

山口 直轄国道 国道191号　下関北バイパス 下関市汐入町～安岡駅前2丁目



都道府県 種別 路線名 区間/施設

徳島 高速 徳島自動車道 徳島IC～鳴門Jct

徳島 スマートIC 徳島自動車道 松茂スマートIC

徳島 自動車専用道 国道192号　徳島南環状道路 徳島市八万町橋北～上八万IC

愛媛 自動車専用道 国道56号　宇和島道路 津島高田IC～津島岩松IC

愛媛 自動車専用道 国道33号　松山外環状道路 市坪IC～余戸南IC

高知 自動車専用道 国道55号　高知東部自動車道 高知南IC～なんこく南IC

福岡 高速 東九州自動車道 行橋IC～みやこ豊津IC

福岡 スマートIC 東九州自動車道 今川PA

福岡 スマートIC 東九州自動車道 上毛PA

福岡 自動車専用道 国道10号　椎田道路 椎田IC　一時通行止解除

福岡 自動車専用道 国道10号　椎田道路 築城IC　一時通行止解除

福岡 有料道 八木山バイパス 無料化

福岡

大分
高速 東九州自動車道 豊前IC～宇佐ＩＣ

福岡 自動車専用道 国道10号　東九州自動車道 椎田南IC

福岡 自動車専用道 国道10号　椎田道路 椎田料金所

福岡 自動車専用道 国道10号　椎田道路
道路名変更

[旧]国道10号椎田道路→[新]国道10号東九州自動車道（椎田道路）

佐賀 自動車専用道 国道497号　西九州自動車道 北波多IC～南波多谷口IC

佐賀

長崎
自動車専用道 国道497号　西九州自動車道 今福IC～山代久原IC

大分 高速 東九州自動車道 佐伯IC～蒲江IC

大分 自動車専用道 国道57号　中九州道 大野IC～朝地IC

大分 自動車専用道 国道212号　中津日田道路 伊藤田IC～中津IC

大分 自動車専用道 国道10号　宇佐別府道路

院内本線料金所

※院内本線料金所の廃止に伴い、院内IC、宇佐ICにそれぞれ料金所が設置され

ます。

大分 自動車専用道 国道10号　宇佐別府道路
道路名変更

[旧]国道10号宇佐別府道路→[新]国道10号東九州自動車道（宇佐別府道路）

鹿児島 高速 東九州自動車道 曽於弥五郎IC～鹿屋串良Jct

鹿児島 自動車専用道 県道552号　鹿屋串良インター線（大隅縦貫道） 鹿屋串良Jct～東原IC

鹿児島 自動車専用道 県道550号　鹿屋環状線（大隅縦貫道） 東原IC～笠之原IC

鹿児島 自動車専用道 国道3号　南九州自動車道 阿久根北IC～阿久根IC

鹿児島 自動車専用道 国道3号　南九州自動車道 薩摩川内高江IC～薩摩川内都IC

沖縄 県道 県道252号　平良下地島空港線 伊良部大橋

【備考】

・各情報につきまして、2014年10月31日時点での正式名称を記載しております。


