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国土開発幹線自動車道建設会議 

会    長    殿 

 

 

国土交通大臣 冬柴 鐵三 

 

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ほか４７区間の新設及び改築

に関する整備計画の一部変更について 

 

標記について、別紙１から別紙４８のとおり変更したいの

で、国土開発幹線自動車道建設会議の御意見を承りたく、付

議いたします。 

 



付議する理由 

 

 高速自動車国道の新設及び改築に関する整備計画の一部を

別紙１から別紙４８のとおり変更するため、高速自動車国道

法（昭和３２年法律第７９号）第５条第４項の規定に基づき、

国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がある。これ

が、本議案を付議する理由である。 

 

 

 



 

 -1-  

別紙１ 

 

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

の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように変更する。 

 

第１号の表中、「北海道｜同郡虻田町｜」を「北海道｜

同郡洞爺湖町｜」に改める。 
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別紙２ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）

の一部を次のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「北海道｜虻田郡虻田町｜」を「北海道

｜虻田郡洞爺湖町｜」に改める。 

２．第４号の表中、「北海道虻田郡虻田町｜一般国道２３０

号｜」を「北海道虻田郡洞爺湖町｜一般国道２３０号｜」

に改める。 
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別紙３ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次

のように変更する。 

 

第１号の表中、「北海道｜空知郡栗沢町 岩見沢市｜」

を「北海道｜岩見沢市｜」に改める。 
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別紙４ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

第１号の表中、「北海道｜同郡風連町 名寄市｜」を「北

海道｜名寄市｜」に改める。 
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別紙５ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決

定）の一部を次のように変更する。 

 

第４号の表中、「小樽市｜道道小樽環状線｜」を「小樽

市｜道道小樽西インター線｜」に改める。  
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別紙６ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次

のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「北海道｜勇払郡追分町｜」を「北海道

｜勇払郡安平町｜」に改める。 

２．第３号の表中、「千歳市から北海道勇払郡追分町まで｜

１００キロメートル/時｜」を「千歳市から北海道勇払郡

安平町まで｜１００キロメートル/時｜」に、「北海道勇

払郡追分町から夕張市まで｜８０キロメートル/時｜」を

「北海道勇払郡安平町から夕張市まで｜８０キロメート

ル/時｜」に改める。 

３．第４号の表中、「北海道勇払郡追分町｜一般国道２３４

号｜」を「北海道勇払郡安平町｜一般国道２３４号｜」
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に改める。 
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別紙７ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の

一部を次のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「北海道｜勇払郡穂別町｜」を「北海道

｜勇払郡むかわ町｜」に改める。 

２．第４号の表中、「北海道勇払郡穂別町｜道道穂別インタ

ー線｜」を「北海道勇払郡むかわ町｜道道穂別インター

線｜」に改める。 
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別紙８ 

 

東北縦貫自動車道弘前線のさいたま市仙台市間の新

設に関する整備計画の一部変更案 

 

 東北縦貫自動車道弘前線のさいたま市仙台市間の新設に関

する整備計画（昭和４１年７月２５日決定）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

１．第１号の表中、「栃木県｜宇都宮市 河内郡上河内町｜」

を「栃木県｜宇都宮市｜」に、「福島県｜安達郡本宮町

同郡大玉村｜」を「福島県｜本宮市 安達郡大玉村｜」

に改める。 

２．第４号ロの表中、「栃木県河内郡上河内町｜町道前田原

宿線｜」を「宇都宮市｜町道前田原宿線｜」に改める。 
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別紙９ 

 

東北縦貫自動車道弘前線の仙台市盛岡市間の新設に

関する整備計画の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように

変更する。 

 

１．第１号の表中、「宮城県｜志田郡三本木町 古川市｜」

を「宮城県｜大崎市｜」に改める。 

２．第４号イの表中、「古川市｜一般国道４７号｜」を「大

崎市｜一般国道４７号｜」に、ロの表中「古川市｜市道

東宮沢３号線及び市道西宮沢２号線｜」を「大崎市｜市

道東宮沢３号線及び市道西宮沢２号線｜」に改める。 



   

 -11-  

別紙１０ 

 

東北縦貫自動車道弘前線の鹿角市青森市間の新設に

関する整備計画の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように

変更する。 

 

第４号イの表中、「青森市｜一般国道７号及び一般国道

１０１号｜」を「青森市｜一般国道１０１号及び県道浪岡

藤崎線｜」に改める。 
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別紙１１ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決

定）の一部を次のように変更する。 

 

第１号の表中、「福島県｜安達郡本宮町｜」を「福島県

｜本宮市｜」に改める。 
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別紙１２ 

 

日本海沿岸東北自動車道の潟上市秋田県山本郡琴丘

町間の新設に関する整備計画の一部変更案 

 

 日本海沿岸東北自動車道の潟上市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日決定）の一部を

次のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「秋田県｜山本郡琴丘町｜」を「秋田県

｜山本郡三種町｜」に改める。 

２．第４号の表中、「秋田県山本郡琴丘町｜一般国道７号及

び県道琴丘上小阿仁線｜」を「秋田県山本郡三種町｜一

般国道７号及び県道琴丘上小阿仁線｜」に改める。 
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別紙１３ 

 

関越自動車道上越線の藤岡市佐久市間の新設に関す

る整備計画の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように変更す

る。 

 

１．第１号の表中、「群馬県｜同郡妙義町 碓氷郡松井田町

｜」を「群馬県｜安中市｜」に改める。 

２．第３号の表中、「藤岡市から群馬県碓氷郡松井田町まで

｜１００キロメートル/時｜」を「藤岡市から安中市まで

｜１００キロメートル/時｜」に、「群馬県碓氷郡松井田

町から佐久市まで｜８０キロメートル/時｜」を「安中市

から佐久市まで｜８０キロメートル/時｜」に改める。 

３．第４号イの表中、「群馬県碓氷郡松井田町｜県道松井田

下仁田線｜」を「安中市｜県道松井田下仁田線｜」に、

「群馬県碓氷郡松井田町｜県道松井田軽井沢線｜」を「安
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中市｜県道松井田軽井沢線｜」改める。 
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別紙１４ 

 

常磐自動車道の三郷市かすみがうら市間の新設に関

する整備計画の一部変更案 

 

 常磐自動車道の三郷市かすみがうら市間の新設に関する整

備計画（昭和４５年６月９日決定）の一部を次のように変更

する。 

 

１．第１号の表中、「茨城県｜筑波郡谷和原村 同郡伊奈町

｜」を「茨城県｜つくばみらい市｜」に改める。 

２．第４号イの表中、「茨城県筑波郡谷和原村｜一般国道２

９４号｜」を「つくばみらい市｜一般国道２９４号｜」

に改める。 
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別紙１５ 

 

常磐自動車道のかすみがうら市日立市間の新設に関

する整備計画の一部変更案 

 

 常磐自動車道のかすみがうら市日立市間の新設に関する整

備計画（昭和４７年６月２０日決定）の一部を次のように変

更する。 

 

１．第１号の表中、「茨城県｜東茨城郡美野里町｜」を「茨

城県｜小美玉市｜」に、「茨城県｜西茨城郡岩間町 同

郡友部町｜」を「茨城県｜笠間市｜」に改める。 

２．第４号イの表中、「茨城県西茨城郡岩間町｜県道茨城岩

間線｜」を「笠間市｜県道茨城岩間線｜」に改める。 
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別紙１６ 

 

東関東自動車道水戸線の成田市潮来市間の新設に関

する整備計画の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように変

更する。 

 

１．第１号の表中、「千葉県｜成田市 香取郡大栄町｜」を

「千葉県｜成田市｜」に、「千葉県｜佐原市｜」を「千

葉県｜香取市｜」に改める。 

２．第３号の表中、「成田市から佐原市まで｜１２０キロメ

ートル/時｜」を「成田市から香取市まで｜１２０キロメ

ートル/時｜」に、「佐原市から潮来市まで｜１００キロ

メートル/時｜」を「香取市から潮来市まで｜１００キロ

メートル/時｜」に改める。 

３．第４号の表中、「千葉県香取郡大栄町｜一般国道４６８

号｜」を「成田市｜一般国道４６８号｜」に、「千葉県
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香取郡大栄町｜一般国道５１号｜」を「成田市｜一般国

道５１号｜」に、「佐原市｜県道佐原山田線｜」を「香

取市｜県道佐原山田線｜」に改める。 
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別紙１７ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）

の一部を次のように変更する。 

 

第１号の表中、「茨城県｜笠間市 西茨城郡友部町｜」

を「茨城県｜笠間市｜」に改める。 
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別紙１８ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

１．第１号の表中、「茨城県｜西茨城郡友部町｜」を「茨城

県｜笠間市｜」に改める。 

２．第４号の表中、「茨城県西茨城郡友部町｜一般国道３５

５号｜」を「笠間市｜一般国道３５５号｜」に改める。 



   

 -22-  

別紙１９ 

 

中央自動車道富士吉田線の新設に関する整備計画の

一部変更案 

 

 中央自動車道富士吉田線の新設に関する整備計画（昭和３

７年５月９日決定）の一部を次のように変更する。 

 

１． 第１号の表中、「神奈川県｜相模原市 津久井郡藤野町

｜」を「神奈川県｜相模原市｜」に改める。 

２． 第４号イの表中、「神奈川県津久井郡藤野町及び相模原

市｜一般国道２０号｜」を「相模原市｜一般国道２０号

｜」に改める。 
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別紙２０ 

 

中央自動車道西宮線の甲州市韮崎市間の新設に関す

る整備計画の一部変更案 

 

 中央自動車道西宮線の甲州市韮崎市間の新設に関する整備

計画（昭和４６年６月１日決定）の一部を次のように変更す

る。 

 

１． 第１号の表中、「山梨県｜東八代郡中道町 甲府市｜」

を「山梨県｜甲府市｜」に改める。 

２． 第４号ロの表中、「山梨県東八代郡中道町｜一般国道３

５８号｜」を「甲府市｜一般国道３５８号｜」に改める。 
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別紙２１ 

 

中央自動車道西宮線の韮崎市小牧市間の新設に関す

る整備計画の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように変更

する。 

 

１．第１号の表中、「山梨県｜北杜市 北巨摩郡小淵沢町｜」

を「山梨県｜北杜市｜」に改める。 

２．第４号イの表中、「山梨県北巨摩郡小淵沢町｜県道高根

富士見線｜」を「北杜市｜県道高根富士見線｜」に改め

る。 
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別紙２２ 

 

中央自動車道西宮線の小牧市吹田市間の新設に関す

る整備計画の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように変

更する。 

 

第１号の表中、「岐阜県｜同郡上石津町｜」を削る。 
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別紙２３ 

 

第一東海自動車道の新設に関する整備計画の一部変

更案 

 

 第一東海自動車道の新設に関する整備計画（昭和３８年１

０月２５日決定）の一部を次のように変更する。 

 

第１号の表中、「静岡県｜同郡蒲原町｜」を削り、「愛

知県｜豊川市 宝飯郡音羽町｜」を「愛知県｜豊川市｜」

に改める。 
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別紙２４ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の

一部を次のように変更する。 

 

第１号の表中、「愛知県｜豊川市 宝飯郡音羽町｜」を

「愛知県｜豊川市｜」に改める。 
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別紙２５ 

 

北陸自動車道の富山市越前市間の新設に関する整備

計画の一部変更案 

 

 北陸自動車道の富山市越前市間の新設に関する整備計画

（昭和４１年７月２５日決定）の一部を次のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「福井県｜坂井郡丸岡町｜」を「福井県

｜坂井市｜」に改める。 

２．第３号の表中、「加賀市から福井県坂井郡丸岡町まで｜

８０キロメートル/時｜」を「加賀市から坂井市まで｜８

０キロメートル/時｜」に、「福井県坂井郡丸岡町から越

前市まで｜１００キロメートル/時｜」を「坂井市から越

前市まで｜１００キロメートル/時｜」に改める。 

３．第４号イの表中、「福井県坂井郡丸岡町｜県道丸岡イン

ター線｜」を「坂井市｜県道丸岡インター線｜」に改め

る。 
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別紙２６ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次の

ように変更する。 

 

１．第１号の表中、「愛知県｜同郡弥富町｜」を「愛知県｜

弥富市｜」に改める。 

２．第４号イの表中、「愛知県海部郡弥富町｜一般国道１５

５号｜」を「弥富市｜一般国道１５５号｜」に改める。 
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別紙２７ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一

部を次のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「愛知県｜同郡弥富町｜」を「愛知県｜

弥富市｜」に改める。 

２．第４号の表中、「愛知県海部郡弥富町｜県道名古屋西港

線及び県道境政成新田蟹江線｜」を「弥富市｜県道名古

屋西港線及び県道境政成新田蟹江線｜」に改める。 
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別紙２８ 

 

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

備計画の一部変更案 

 

 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１

１年１２月２４日決定）の一部を次のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「和歌山県｜西牟婁郡白浜町 同郡日置

川町｜」を「和歌山県｜西牟婁郡白浜町｜」に改める。 

２．第４号の表中、「和歌山県西牟婁郡日置川町｜県道日置

川大塔線｜」を「和歌山県西牟婁郡白浜町｜県道日置川

大塔線｜」に改める。 
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別紙２９ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次の

ように変更する。 

 

１．第１号の表中、「福井県｜同郡大飯町｜」を「福井県｜

同郡おおい町｜」に改める。 

２．第４号の表中、「福井県大飯郡大飯町及び小浜市｜県道

坂本高浜線及び県道小浜綾部線｜」を「福井県大飯郡お

おい町及び小浜市｜県道坂本高浜線及び県道小浜綾部線

｜」に改める。 
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別紙３０ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次

のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「福井県｜大飯郡大飯町｜」を「福井県

｜大飯郡おおい町｜」に改める。 

２．第５号の表中、「福井県大飯郡大飯町から小浜市府中ま

で｜約１，０００億円｜」を「福井県大飯郡おおい町か

ら小浜市府中まで｜約１，０００億円｜」に改める。 
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別紙３１ 

 

中国縦貫自動車道の吹田市真庭市間の新設に関する

整備計画の一部変更案 

 

 中国縦貫自動車道の吹田市真庭市間の新設に関する整備計

画（昭和４１年７月２５日決定）の一部を次のように変更す

る。 

 

１．第１号の表中、「兵庫県｜加東郡東条町 同郡社町 同

郡滝野町｜」を「兵庫県｜加東市｜」に、「兵庫県｜同

郡香寺町 飾磨郡夢前町 宍粟郡安富町｜」を「兵庫県

｜姫路市｜」に改める。 

２．第４号イの表中、「兵庫県加東郡滝野町｜一般国道１７

５号及び県道西脇三田線｜」を「加東市｜一般国道１７

５号及び県道西脇三田線｜」に、ロの表中、「兵庫県加

東郡滝野町｜県道ひょうご東条インター線｜」を「加東

市｜県道ひょうご東条インター線｜」に改める。 
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別紙３２ 

 

中国縦貫自動車道の広島県山県郡北広島町周南市間

の新設に関する整備計画の一部変更案 

 

 中国縦貫自動車道の広島県山県郡北広島町周南市間の新設

に関する整備計画（昭和４６年６月１日決定）の一部を次の

ように変更する。 

 

第１号の表中、「山口県｜玖珂郡錦町｜」を「山口県｜

岩国市｜」に改める。 
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別紙３３ 

 

山陽自動車道吹田山口線の姫路市備前市間の新設に

関する整備計画の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように

変更する。 

 

第１号の表中、「兵庫県｜姫路市 飾磨郡夢前町｜」を

「兵庫県｜姫路市｜」に改める。 
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別紙３４ 

 

山陽自動車道吹田山口線の備前市岡山市間の新設に

関する整備計画の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次のように

変更する。 

 

１．第１号の表中、「岡山県｜赤磐郡瀬戸町 岡山市｜」を

「岡山県｜岡山市｜」に改める。 

２．第４号の表中、「岡山県赤磐郡瀬戸町｜県道佐伯長船線

｜」を「岡山市｜県道佐伯長船線｜」に改める。 
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別紙３５ 

 

山陽自動車道吹田山口線の倉敷市福山市間の新設に

関する整備計画の一部変更案 

 

 山陽自動車道吹田山口線の倉敷市福山市間の新設に関する

整備計画（昭和４７年６月２０日決定）の一部を次のように

変更する。 

 

１．第１号の表中、「岡山県｜浅口郡金光町 同郡鴨方町｜」

を「岡山県｜浅口市｜」に、「岡山県｜同郡里庄町｜」

を「岡山県｜浅口郡里庄町｜」に改める。 

２．第４号の表中、「岡山県浅口郡鴨方町｜県道矢掛寄島線

｜」を「浅口市｜県道矢掛寄島線｜」に改める。 



   

 -39-  

別紙３６ 

 

山陽自動車道吹田山口線の岩国市山口県玖珂郡玖珂

町間の新設に関する整備計画の一部変更案 

 

 山陽自動車道吹田山口線の岩国市山口県玖珂郡玖珂町間の

新設に関する整備計画（昭和５３年１１月２１日決定）の一

部を次のように変更する。 

 

第１号の表中、「山口県｜岩国市 玖珂郡玖珂町｜」を

「山口県｜岩国市｜」に改める。 
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別紙３７ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一

部を次のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「山口県｜玖珂郡玖珂町 同郡周東町｜」

を「山口県｜岩国市｜」に改める。 

２．第４号の表中、「山口県玖珂郡玖珂町｜県道柳井玖珂線

｜」を「岩国市｜県道柳井玖珂線｜」に改める。 
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別紙３８ 

 

中国横断自動車道姫路鳥取線の兵庫県佐用郡佐用町

美作市間の新設に関する整備計画の一部変更案 

 

 中国横断自動車道姫路鳥取線の兵庫県佐用郡佐用町美作市

間の新設に関する整備計画（平成３年１２月３日決定）の一

部を次のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「｜岡山県｜美作市｜」を「｜岡山県｜

美作市 英田郡西粟倉村｜」に改める。 

２．第４号イの表中、「美作市及び岡山県英田郡西粟倉村｜

一般国道３７３号及び一般国道４２９号｜」を 

「 美作市         一般国道４２９号 

岡山県英田郡西粟倉村   一般国道３７３号  」 

に改める。  
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別紙３９ 

 

四国縦貫自動車道の美馬市美馬町四国中央市金生町

間の新設に関する整備計画の一部変更案 

 

 四国縦貫自動車道の美馬市美馬町四国中央市金生町間の新

設に関する整備計画（平成元年１月３１日決定）の一部を次

のように変更する。 

 

１．第１号の表中、「徳島県｜三好郡三野町 同郡三好町 同

郡井川町 同郡池田町｜」を「徳島県｜三好市 三好郡

東みよし町｜」に改める。 

２．第４号イの表中、「徳島県三好郡井川町｜一般国道３２

号｜」を「三好市｜一般国道３２号｜」に改める。 
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別紙４０ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次の

ように変更する。 

 

第１号の表中、「香川県｜綾歌郡綾南町｜」を「香川県

｜綾歌郡綾川町｜」に改める。 
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別紙４１ 

 

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の一部変更案 

 

 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４８年１０月１９日決定）の一部を次

のように変更する。 

 

第１号の表中、「高知県｜香美郡土佐山田町｜」を「高

知県｜香美市｜」に改める。 
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別紙４２ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次

のように変更する。 

 

１． 第１号の表中、「福岡県｜山門郡瀬高町 同郡山川町 

三池郡高田町｜」を「福岡県｜みやま市｜」に、「熊本

県｜同郡菊水町｜」を「熊本県｜同郡和水町｜」に改め

る。 

２． 第４号イの表中、「熊本県玉名郡菊水町｜県道玉名山鹿

線｜」を「熊本県玉名郡和水町｜県道玉名山鹿線｜」に

改め、ロの表中、「福岡県山門郡瀬高町｜県道本吉小川

線｜」を「みやま市｜県道本吉小川線｜」に改める。 
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別紙４３ 

 

九州横断自動車道長崎大分線の嬉野市武雄市間の新

設に関する整備計画の一部変更案 

 

 九州横断自動車道長崎大分線の嬉野市武雄市間の新設に関

する整備計画（昭和４８年１０月１９日決定）の一部を次の

ように変更する。 

 

第１号の表中、「佐賀県｜杵島郡北方町 武雄市｜」を

「佐賀県｜武雄市｜」に改める。 
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別紙４４ 

 

九州横断自動車道長崎大分線の武雄市鳥栖市間の新

設に関する整備計画の一部変更案 

 

 九州横断自動車道長崎大分線の武雄市鳥栖市間の新設に関

する整備計画（昭和４７年６月２０日決定）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

１． 第１号の表中、「佐賀県｜武雄市 杵島郡北方町｜」を

「佐賀県｜武雄市｜」に、「佐賀県｜神埼郡神埼町 同

郡東脊振村｜」を「佐賀県｜神埼市 神埼郡吉野ヶ里町

｜」に改める。 

２． 第４号の表中、「武雄市及び佐賀県杵島郡北方町｜一般

国道３４号及び県道武雄多久線｜」を「武雄市｜一般国

道３４号及び県道武雄多久線｜」に、「佐賀県神埼郡東

脊振村｜一般国道３８５号｜」を「佐賀県神埼郡吉野ヶ

里町｜一般国道３８５号｜」に改める。 
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別紙４５ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次の

ように変更する。 

 

１． 第１号の表中、「福岡県｜甘木市 朝倉郡朝倉町 同郡

杷木町｜」を「福岡県｜朝倉市｜」に改める。 

２．第３号の表中、「鳥栖市から福岡県朝倉郡杷木町まで｜

１００キロメートル/時｜」を「鳥栖市から朝倉市まで｜

１００キロメートル/時｜」に、「福岡県朝倉郡杷木町か

ら日田市まで｜８０キロメートル/時｜」を「朝倉市から

日田市まで｜８０キロメートル/時｜」に改める。 

３． 第４号イの表中、「甘木市｜県道馬田頓田線｜」を「朝

倉市｜県道馬田頓田線｜」に、「福岡県朝倉郡朝倉町｜

県道甘木朝倉田主丸線｜」を「朝倉市｜県道甘木朝倉田
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主丸線｜」に、「福岡県朝倉郡杷木町｜一般国道３８６

号｜」を「朝倉市｜一般国道３８６号｜」に改める。 
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別紙４６ 

 

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の一部変更案 

 

 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日決定）の一部を次の

ように変更する。 

 

１． 第１号の表中、「福岡県｜同郡豊津町｜」を「福岡県｜

同郡みやこ町｜」に改める。 

２． 第２号の文中、「同郡豊津町」を「同郡みやこ町」に改

める。 

３． 第４号の表中、「行橋市及び福岡県京都郡豊津町｜一般

国道１０号及び一般国道２０１号｜」を「行橋市及び福

岡県京都郡みやこ町｜一般国道１０号及び一般国道２

０１号｜」に改める。 
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別紙４７ 

 

東九州自動車道の佐伯市宮崎県東臼杵郡北川町間の

新設に関する整備計画の一部変更案 

 

 東九州自動車道の佐伯市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日決定）の一部を次

のように変更する。 

 

１． 第１号の表中、「宮崎県｜延岡市 東臼杵郡北川町｜」

を「宮崎県｜延岡市｜」に改める。 

２． 第４号の表中、「宮崎県東臼杵郡北川町｜一般国道１０

号｜」を「延岡市｜一般国道１０号｜」に改める。 
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別紙４８ 

 

第一東海自動車道の豊川市岡崎市間の改築に関する

整備計画の一部変更案 

 

 第一東海自動車道の豊川市岡崎市間の改築に関する整備計

画（昭和５１年７月２０日決定）の一部を次のように変更す

る。 

 

第１号の表中、「愛知県宝飯郡音羽町｜県道長沢蒲郡線

｜」を「豊川市｜県道長沢蒲郡線｜」に改める。 

 




