
整備計画変更箇所一覧

番号 道路名 区間名 決定年月日

1 北海道縦貫道
北海道縦貫自動車道函館名寄線の北海道亀田郡七飯町北海道山越郡長万部町間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日

2 北海道縦貫道 北海道縦貫自動車道函館名寄線の北海道山越郡長万部町北海道虻田郡虻田町間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
3 北海道縦貫道 北海道縦貫自動車道函館名寄線の北海道虻田郡虻田町登別市間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
4 北海道縦貫道 北海道縦貫自動車道函館名寄線の苫小牧市千歳市間の新設に関する整備計画 昭和45年6月9日
5 北海道縦貫道 北海道縦貫自動車道函館名寄線の千歳市北広島市間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
6 北海道縦貫道 北海道縦貫自動車道函館名寄線の北広島市岩見沢市間の新設に関する整備計画 昭和46年6月1日
7 北海道縦貫道 北海道縦貫自動車道函館名寄線の岩見沢市北海道上川郡鷹栖町間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
8 北海道縦貫道 北海道縦貫自動車道函館名寄線の士別市名寄市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
9 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内釧路線の北海道余市郡余市町小樽市間の新設に関する整備計画 平成11年12月24日

10 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内釧路線の小樽市札幌市西区間の新設に関する整備計画 昭和47年8月3日
11 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内釧路線の札幌市西区札幌市白石区間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
12 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内釧路線の千歳市夕張市間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
13 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内釧路線の夕張市北海道上川郡清水町間の新設に関する整備計画 平成9年3月8日
14 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内釧路線の北海道上川郡清水町北海道中川郡池田町間の新設に関する整備計画 昭和57年1月20日
15 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内釧路線の北海道中川郡池田町北海道阿寒郡阿寒町間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
16 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内釧路線の北海道阿寒郡阿寒町釧路市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
17 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内端野線の北海道中川郡本別町北海道常呂郡訓子府町間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
18 北海道横断道 北海道横断自動車道黒松内端野線の北海道常呂郡訓子府町北見市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
19 東北縦貫道 東北縦貫自動車道弘前線の東京都練馬区川口市間の新設に関する整備計画 昭和61年3月14日
20 東北縦貫道 東北縦貫自動車道弘前線の川口市岩槻市間の新設に関する整備計画 昭和45年6月9日
21 東北縦貫道 東北縦貫自動車道弘前線の岩槻市仙台市間の新設に関する整備計画 昭和41年7月25日
22 東北縦貫道 東北縦貫自動車道弘前線の仙台市盛岡市間の新設に関する整備計画 昭和42年11月9日
23 東北縦貫道 東北縦貫自動車道弘前線の鹿角市青森市間の新設に関する整備計画 昭和42年11月9日
24 東北縦貫道 東北縦貫自動車道八戸線の岩手県二戸郡一戸町八戸市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
25 東北縦貫道 東北縦貫自動車道八戸線の八戸市田面木八戸市市川町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
26 東北縦貫道 東北縦貫自動車道八戸線の青森市諏訪沢青森市岩渡間の新設に関する整備計画 平成4年1月20日
27 東北横断道 東北横断自動車道釜石秋田線の遠野市岩手県上閉伊郡宮守村間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
28 東北横断道 東北横断自動車道釜石秋田線の岩手県上閉伊郡宮守村岩手県和賀郡東和町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
29 東北横断道 東北横断自動車道釜石秋田線の岩手県和賀郡東和町花巻市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
30 東北横断道 東北横断自動車道釜石秋田線の北上市鬼柳町北上市和賀町間の新設に関する整備計画 昭和57年1月20日
31 東北横断道 東北横断自動車道釜石秋田線の岩手県和賀郡湯田町横手市間の新設に関する整備計画 昭和57年1月20日
32 東北横断道 東北横断自動車道釜石秋田線の横手市秋田市間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
33 東北横断道 東北横断自動車道釜石秋田線の秋田市上北手古野秋田市上新城道川間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
34 東北横断道 東北横断自動車道酒田線の宮城県柴田郡村田町宮城県柴田郡川崎町間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
35 東北横断道 東北横断自動車道酒田線の宮城県柴田郡川崎町山形市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
36 東北横断道 東北横断自動車道酒田線の山形市関沢山形市釈迦堂間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
37 東北横断道 東北横断自動車道酒田線の山形市寒河江市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
38 東北横断道 東北横断自動車道酒田線の寒河江市山形県西村山郡西川町間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
39 東北横断道 東北横断自動車道酒田線の山形県東田川郡朝日村田麦俣山形県東田川郡朝日村越中山間の新設に関する整備計画 平成1年3月29日
40 東北横断道 東北横断自動車道酒田線の山形県東田川郡朝日村酒田市間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
41 東北横断道 東北横断自動車道いわき新潟線のいわき市郡山市間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
42 東北横断道 東北横断自動車道いわき新潟線の郡山市福島県耶麻郡猪苗代町間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
43 東北横断道 東北横断自動車道いわき新潟線の福島県耶麻郡猪苗代町福島県河沼郡会津坂下町間の新設に関する整備計画 昭和57年3月1日
44 東北横断道 東北横断自動車道いわき新潟線の新潟県東蒲原郡津川町新潟市間の新設に関する整備計画 昭和57年1月20日
45 日沿道 日本海沿岸東北自動車道の新潟市新潟県北蒲原郡中条町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
46 日沿道 日本海沿岸東北自動車道の新潟県北蒲原郡中条町新潟県岩船郡朝日村間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
47 日沿道 日本海沿岸東北自動車道の山形県西田川郡温海町鶴岡市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
48 日沿道 日本海沿岸東北自動車道の本荘市秋田県由利郡岩城町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
49 日沿道 日本海沿岸東北自動車道の秋田県由利郡岩城町秋田県河辺郡河辺町間の新設に関する整備計画 平成4年1月20日
50 日沿道 日本海沿岸東北自動車道の秋田県南秋田郡昭和町秋田県山本郡琴丘町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
51 日沿道 日本海沿岸東北自動車道の大館市秋田県鹿角郡小坂町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
52 東北中央道 東北中央自動車道相馬尾花沢線の福島市米沢市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
53 東北中央道 東北中央自動車道相馬尾花沢線の米沢市万世町米沢市窪田町間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
54 東北中央道 東北中央自動車道相馬尾花沢線の山形県東置賜郡高畠町上山市間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
55 東北中央道 東北中央自動車道相馬尾花沢線の上山市東根市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
56 東北中央道 東北中央自動車道相馬尾花沢線の東根市尾花沢市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
57 関越道 関越自動車道新潟線の東京都川越市間の新設に関する整備計画 昭和47年8月3日
58 関越道 関越自動車道新潟線の川越市東松山市間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
59 関越道 関越自動車道新潟線の東松山市渋川市間の新設に関する整備計画 昭和45年6月9日
60 関越道 関越自動車道新潟線の渋川市群馬県利根郡月夜野町間の新設に関する整備計画 昭和46年6月1日
61 関越道 関越自動車道上越線の藤岡市佐久市間の新設に関する整備計画 昭和54年3月2日
62 関越道 関越自動車道上越線の佐久市千曲市間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
63 関越道 関越自動車道上越線の中野市新潟県中頸城郡中郷村間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
64 常磐道 常磐自動車道の川口市三郷市間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
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65 常磐道 常磐自動車道の三郷市茨城県新治郡千代田町間の新設に関する整備計画 昭和45年6月9日
66 常磐道 常磐自動車道の茨城県新治郡千代田町日立市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
67 常磐道 常磐自動車道のいわき市好間町いわき市四倉町間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
68 常磐道 常磐自動車道のいわき市福島県双葉郡富岡町間の新設に関する整備計画案 平成3年12月3日
69 常磐道 常磐自動車道の福島県双葉郡富岡町福島県相馬郡新地町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
70 常磐道 常磐自動車道の福島県相馬郡新地町宮城県亘理郡山元町間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
71 常磐道 常磐自動車道の宮城県亘理郡山元町宮城県亘理郡亘理町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
72 東関東道 東関東自動車道千葉富津線の千葉市木更津市間の新設に関する整備計画 昭和57年3月1日
73 東関東道 東関東自動車道千葉富津線の木更津市富津市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
74 東関東道 東関東自動車道水戸線の三郷市松戸市間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
75 東関東道 東関東自動車道水戸線の松戸市市川市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
76 東関東道 東関東自動車道水戸線の市川市千葉市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
77 東関東道 東関東自動車道水戸線の千葉市成田市間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
78 東関東道 東関東自動車道水戸線の成田市潮来市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
79 東関東道 東関東自動車道水戸線の茨城県鹿島郡鉾田町茨城県東茨城郡茨城町間の新設に関する整備計画 平成9年3月8日
80 北関東道 北関東自動車道の高崎市伊勢崎市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
81 北関東道 北関東自動車道の伊勢崎市栃木県下都賀郡岩舟町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
82 北関東道 北関東自動車道の栃木県下都賀郡都賀町栃木県河内郡上三川町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
83 北関東道 北関東自動車道の栃木県河内郡上三川町茨城県西茨城郡友部町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
84 北関東道 北関東自動車道の茨城県西茨城郡友部町水戸市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
85 中央道 中央自動車道富士吉田線の新設に関する整備計画 昭和37年5月9日
86 中央道 中央自動車道西宮線の韮崎市小牧市間の新設に関する整備計画 昭和41年7月25日
87 中央道 中央自動車道西宮線の小牧市吹田市間の新設に関する整備計画 昭和32年10月17日
88 中央道 中央自動車道西宮線の吹田市西宮市間の新設に関する整備計画 昭和32年10月17日
89 中央道 中央自動車道長野線の岡谷市千曲市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
90 第一東海道 第一東海自動車道の新設に関する整備計画 昭和37年5月30日
91 東海北陸道 東海北陸自動車道の一宮市美濃市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
92 東海北陸道 東海北陸自動車道の美濃市岐阜県郡上郡白鳥町間の新設に関する整備計画 昭和54年3月2日
93 東海北陸道 東海北陸自動車道の岐阜県郡上郡白鳥町岐阜県大野郡荘川村間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
94 東海北陸道 東海北陸自動車道の岐阜県大野郡荘川村富山県西礪波郡福光町間の新設に関する整備計画 平成1年3月29日
95 東海北陸道 東海北陸自動車道の富山県西礪波郡福光町小矢部市間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
96 第二東海道 第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名市秦野市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
97 第二東海道 第二東海自動車道横浜名古屋線の秦野市御殿場市間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
98 第二東海道 第二東海自動車道横浜名古屋線の御殿場市静岡県駿東郡長泉町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日

99 第二東海道 第二東海自動車道横浜名古屋線の静岡県駿東郡長泉町東海市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
100 中部横断道 中部横断自動車道の静岡市山梨県南巨摩郡増穂町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
101 中部横断道 中部横断自動車道の山梨県南巨摩郡増穂町山梨県北巨摩郡双葉町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
102 中部横断道 中部横断自動車道の長野県南佐久郡八千穂村佐久市間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
103 北陸道 北陸自動車道の新潟市長潟新潟市立仏間の新設に関する整備計画 昭和61年3月14日
104 北陸道 北陸自動車道の上越市糸魚川市間の新設に関する整備計画 昭和47年8月3日
105 北陸道 北陸自動車道の糸魚川市富山県下新川郡朝日町間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
106 北陸道 北陸自動車道の富山市武生市間の新設に関する整備計画 昭和41年7月25日
107 北陸道 北陸自動車道の武生市滋賀県坂田郡米原町間の新設に関する整備計画 昭和42年11月9日
108 近畿道 近畿自動車道名古屋関線の名古屋市緑区名古屋市名東区間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
109 近畿道 近畿自動車道名古屋関線の名古屋市名東区名古屋市中川区間の新設に関する整備計画 昭和57年3月1日
110 近畿道 近畿自動車道名古屋関線の名古屋市中川区亀山市間の新設に関する整備計画 昭和47年8月3日
111 近畿道 近畿自動車道伊勢線の久居市三重県多気郡勢和村間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
112 近畿道 近畿自動車道伊勢線の三重県多気郡勢和村伊勢市間の新設に関する整備計画 昭和57年3月1日
113 近畿道 近畿自動車道天理吹田線の松原市吹田市間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
114 近畿道 近畿自動車道天理吹田線の天理市松原市間の新設に関する整備計画 昭和47年8月3日
115 近畿道 近畿自動車道名古屋神戸線の愛知県海部郡飛島村四日市市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
116 近畿道 近畿自動車道名古屋神戸線の四日市市三重県三重郡菰野町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
117 近畿道 近畿自動車道名古屋神戸線の三重県三重郡菰野町亀山市間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
118 近畿道 近畿自動車道名古屋神戸線の亀山市城陽市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
119 近畿道 近畿自動車道名古屋神戸線の城陽市高槻市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
120 近畿道 近畿自動車道名古屋神戸線の高槻市箕面市間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
121 近畿道 近畿自動車道名古屋神戸線の箕面市神戸市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
122 近畿道 近畿自動車道松原那智勝浦線の松原市泉南市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
123 近畿道 近畿自動車道松原那智勝浦線の泉南市海南市間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
124 近畿道 近畿自動車道松原那智勝浦線の海南市和歌山県有田郡吉備町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
125 近畿道 近畿自動車道松原那智勝浦線の御坊市和歌山県日高郡南部町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
126 近畿道 近畿自動車道松原那智勝浦線の和歌山県日高郡南部町和歌山県西牟婁郡白浜町間の新設に関する整備計画 平成9年3月8日
127 近畿道 近畿自動車道松原那智勝浦線の和歌山県西牟婁郡白浜町和歌山県西牟婁郡すさみ町間の新設に関する整備計画 平成11年12月24日
128 近畿道 近畿自動車道尾鷲勢和線の尾鷲市三重県度会郡紀勢町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
129 近畿道 近畿自動車道尾鷲勢和線の三重県度会郡紀勢町三重県多気郡勢和村間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
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130 近畿道 近畿自動車道敦賀線の兵庫県美 郡吉川町福知山市間の新設に関する整備計画馞 昭和48年10月19日
131 近畿道 近畿自動車道敦賀線の福知山市舞鶴市間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
132 近畿道 近畿自動車道敦賀線の舞鶴市堀舞鶴市堂奥間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
133 近畿道 近畿自動車道敦賀線の舞鶴市福井県大飯郡大飯町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
134 近畿道 近畿自動車道敦賀線の福井県大飯郡大飯町敦賀市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
135 中国道 中国縦貫自動車道の吹田市岡山県真庭郡落合町間の新設に関する整備計画 昭和41年7月25日

136 中国道
中国縦貫自動車道の周南市美祢市間の新設に関する整備計画 昭和42年11月9日

137 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の姫路市備前市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
138 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の備前市岡山市間の新設に関する整備計画 昭和57年1月20日
139 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の岡山市倉敷市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
140 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の福山市広島県賀茂郡河内町間の新設に関する整備計画 昭和57年1月20日
141 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の広島県賀茂郡河内町東広島市間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
142 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の東広島市広島市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
143 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の広島市廿日市市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
144 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の山口県玖珂郡玖珂町周南市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
145 山陽道 山陽自動車道吹田山口線の周南市山口市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
146 山陽道 山陽自動車道宇部下関線の宇部市下関市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
147 中国横断道 中国横断自動車道姫路鳥取線の龍野市兵庫県穴粟郡山崎町間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
148 中国横断道 中国横断自動車道姫路鳥取線の兵庫県佐用郡佐用町岡山県英田郡大原町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
149 中国横断道 中国横断自動車道姫路鳥取線の鳥取県八頭郡智頭町鳥取市間の新設に関する整備計画 平成9年3月8日
150 中国横断道 中国横断自動車道岡山米子線の岡山市岡山県上房郡北房町間の新設に関する整備計画 昭和61年3月14日
151 中国横断道 中国横断自動車道岡山米子線の岡山県真庭郡落合町岡山県真庭郡川上村間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
152 中国横断道 中国横断自動車道岡山米子線の岡山県真庭郡川上村米子市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
153 中国横断道 中国横断自動車道尾道松江線の尾道市三次市間の新設に関する整備計画 平成9年3月8日
154 中国横断道 中国横断自動車道尾道松江線の三次市島根県飯石郡三刀屋町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
155 中国横断道 中国横断自動車道尾道松江線の島根県飯石郡三刀屋町松江市間の新設に関する整備計画 平成4年1月20日
156 中国横断道 中国横断自動車道広島浜田線の広島市安佐南区広島市安佐北区間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
157 中国横断道 中国横断自動車道広島浜田線の島根県那賀郡旭町浜田市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
158 山陰道 山陰自動車道鳥取益田線の島根県八束郡宍道町出雲市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
159 四国縦貫道 四国縦貫自動車道の徳島市徳島県美馬郡脇町間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
160 四国縦貫道 四国縦貫自動車道の徳島県美馬郡美馬町川之江市間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
161 四国縦貫道 四国縦貫自動車道の西条市愛媛県温泉郡川内町間の新設に関する整備計画 昭和57年1月20日
162 四国縦貫道 四国縦貫自動車道の愛媛県温泉郡川内町伊予市間の新設に関する整備計画 昭和61年1月21日
163 四国縦貫道 四国縦貫自動車道の伊予市大洲市間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
164 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の阿南市小松島市間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
165 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の小松島市鳴門市間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
166 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の鳴門市さぬき市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
167 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の高松市前田東町高松市中間町間の新設に関する整備計画 平成4年1月20日
168 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の高松市善通寺市間の新設に関する整備計画 昭和57年1月20日
169 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の善通寺市川之江市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
170 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の川之江市高知県長岡郡大豊町間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
171 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の高知県長岡郡大豊町南国市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
172 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の南国市高知県吾川郡伊野町間の新設に関する整備計画 昭和61年3月14日
173 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の高知県吾川郡伊野町須崎市間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
174 四国横断道 四国横断自動車道阿南中村線の須崎市高知県高岡郡窪川町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
175 四国横断道 四国横断自動車道内海大洲線の宇和島市愛媛県東宇和郡宇和町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
176 四国横断道 四国横断自動車道内海大洲線の愛媛県東宇和郡宇和町大洲市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
177 九州縦貫道 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線の北九州市福岡市間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
178 九州縦貫道 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線の福岡市熊本市間の新設に関する整備計画 昭和41年7月25日
179 九州縦貫道 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線の熊本市熊本県下益城郡松橋町間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
180 九州縦貫道 九州縦貫自動車道鹿児島線宮崎線の八代市えびの市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
181 九州縦貫道 九州縦貫自動車道鹿児島線の鹿児島県姶良郡加治木町鹿児島市間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
182 九州縦貫道 九州縦貫自動車道宮崎線のえびの市宮崎県西諸県郡高原町間の新設に関する整備計画 昭和43年3月6日
183 九州縦貫道 九州縦貫自動車道宮崎線の宮崎県西諸県郡高原町宮崎市間の新設に関する整備計画 昭和46年6月1日
184 九州横断道 九州横断自動車道長崎大分線の長崎市早坂町長崎市中里町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
185 九州横断道 九州横断自動車道長崎大分線の長崎市大村市間の新設に関する整備計画 昭和47年6月20日
186 九州横断道 九州横断自動車道長崎大分線の鳥栖市日田市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
187 九州横断道 九州横断自動車道長崎大分線の日田市大分県玖珠郡玖珠町間の新設に関する整備計画 昭和53年11月21日
188 九州横断道 九州横断自動車道長崎大分線の大分県玖珠郡玖珠町大分県大分郡湯布院町間の新設に関する整備計画 昭和57年3月1日
189 九州横断道 九州横断自動車道長崎大分線の大分県大分郡湯布院町大分市間の新設に関する整備計画 昭和48年10月19日
190 九州横断道 九州横断自動車道長崎大分線の大分市荏隈大分市片島間の新設に関する整備計画 平成1年1月31日
191 九州横断道 九州横断自動車道延岡線の熊本県上益城郡御船町熊本県上益城郡矢部町間の新設に関する整備計画 平成9年3月8日
192 東九州道 東九州自動車道の北九州市福岡県京都郡豊津町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
193 東九州道 東九州自動車道の福岡県築上郡椎田町宇佐市間の新設に関する整備計画 平成11年12月24日
194 東九州道 東九州自動車道の大分市津久見市間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
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195 東九州道 東九州自動車道の津久見市大分県南海部郡蒲江町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
196 東九州道 東九州自動車道の大分県南海部郡蒲江町宮崎県東臼杵郡北川町間の新設に関する整備計画 平成11年12月24日
197 東九州道 東九州自動車道の宮崎県東臼杵郡門川町西都市間の新設に関する整備計画 平成9年3月8日
198 東九州道 東九州自動車道の西都市宮崎県宮崎郡清武町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
199 東九州道 東九州自動車道の宮崎県宮崎郡清武町宮崎県南那珂郡北郷町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
200 東九州道 東九州自動車道の宮崎県南那珂郡北郷町日南市間の新設に関する整備計画 平成10年12月25日
201 東九州道 東九州自動車道の鹿児島県曽於郡志布志町鹿児島県曽於郡末吉町間の新設に関する整備計画 平成8年12月27日
202 東九州道 東九州自動車道の鹿児島県曽於郡末吉町鹿児島県姶良郡隼人町間の新設に関する整備計画 平成3年12月3日
203 新東京国際空港線 新東京国際空港線の新設に関する整備計画 昭和44年1月20日
204 関門自動車道 関門自動車道の新設に関する整備計画 昭和43年3月19日
205 沖縄自動車道 沖縄自動車道の石川市那覇市間の新設に関する整備計画 昭和54年3月2日
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206 東北縦貫道（改築） 東北縦貫自動車道弘前線の鹿沼市宇都宮市間の改築に関する整備計画 平成3年12月3日
207 中央道（改築） 中央自動車道富士吉田線の山梨県北都留郡上野原町大月市間の改築に関する整備計画 平成3年12月3日
208 中央道（改築） 中央自動車道西宮線の栗東市大津市間の改築に関する整備計画 昭和61年1月21日
209 中央道（改築） 中央自動車道西宮線の栗東市大津市間の改築に関する整備計画 昭和46年6月1日
210 中央道（改築） 中央自動車道西宮線の京都市伏見区吹田市間の改築に関する整備計画 昭和57年1月20日
211 第一東海道（改築） 第一東海自動車道の横浜市厚木市間の改築に関する整備計画 平成1年1月31日
212 第一東海道（改築） 第一東海自動車道の神奈川県足柄上郡大井町御殿場市間の改築に関する整備計画 昭和57年1月20日


