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対象区間 整備内容 組織 部課 電話番号

関東 茨城県 一般国道118号 那珂大宮バイパス 令和4年度 那珂市中里～瓜連 延長1.5㎞（4/4車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4426

関東 茨城県 一般国道355号 石岡岩間拡幅 令和4年度 石岡市東成井 延長0.3㎞（4/4車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4426

関東 茨城県 一般国道125号 大谷バイパス 令和4年度 稲敷市佐倉～美浦村大谷 延長1.1㎞（4/4車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4426

関東 茨城県 一般国道125号 美浦阿見拡幅 令和4年度 阿見町島津 延長0.3㎞（4/4車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4426

関東 茨城県 一般国道125号 古河バイパス 令和4年度 古河市三杉町 延長0.7㎞（4/4車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4426

関東 茨城県 一般国道245号 勝田拡幅 令和4年度 東海村村松 延長0.8㎞（4/4車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4426

関東 茨城県 一般国道354号 土浦バイパス 令和4年度 土浦市木田余 延長0.9㎞（4/4車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4426

関東 茨城県 主要地方道 常陸太田那須烏山線 令和4年度 常陸大宮市下檜沢 延長0.4km（2/2車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4431

関東 茨城県 主要地方道 大洗友部線 令和4年度 鉾田市箕輪 延長1.0㎞（2/2車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4431

関東 茨城県 一般県道 平友部停車場線 令和4年8月8日 笠間市平町 延長0.3㎞（2/2車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4431

関東 茨城県 一般県道 守谷藤代線 令和4年8月8日 取手市下高井 延長0.4km（2/2車線） 茨城県 土木部道路建設課 029-301-4431

関東 栃木県 北関東自動車道 令和4年9月19日 出流原スマートIC スマートインターチェンジ NEXCO東日本 お客さまセンター 0570-024-024 地図データ

関東 栃木県 一般国道119号 上戸祭立体 令和4年7月16日 宇都宮市上戸祭町 延長1.2km（2/2車線） 栃木県
県土整備部　道路整
備課

028-623-2414 地図データ

関東 栃木県 主要地方道 宇都宮鹿沼線 令和4年9月25日 鹿沼市千渡 延長1.1km（2/2車線） 栃木県
県土整備部　道路整
備課

028-623-2414

関東 栃木県 主要地方道 鹿沼足尾線 令和4年8月10日 鹿沼市布施谷 延長1.7km（2/2車線） 栃木県
県土整備部　道路整
備課

028-623-2414

関東 栃木県 主要地方道 今市氏家線 令和4年9月20日 塩谷町風見 延長2.3km（2/2車線） 栃木県
県土整備部　道路整
備課

028-623-2414

関東 栃木県 主要地方道 小山環状線 令和4年度 小山市粟宮南 延長0.3km（2/2車線） 栃木県
県土整備部　道路整
備課

028-623-2414

関東 栃木県 主要地方道 小山環状線 令和4年度 小山市粟宮 延長1.1km（2/2車線） 栃木県
県土整備部　道路整
備課

028-623-2414

関東 栃木県 一般県道 石末真岡線 令和4年9月28日 高根沢町上高根沢 延長1.4km（2/2車線） 栃木県
県土整備部　道路整
備課

028-623-2414

関東 栃木県 一般県道 山形寺岡線 令和4年9月20日 佐野市出流原 延長0.6km（2/2車線） 栃木県
県土整備部　道路整
備課

028-623-2414

関東 群馬県 市道（都市計画道路）
群大北通線
（市道00-013号線）

令和4年7月22日 前橋市下小出町一丁目～北代田町 延長0.28km（2/2車線） 前橋市
都市計画部市街地整
備課

027-898-6967

概要 問合せ先
地図情報地域 都道府県 路線名 開通（予定）日
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関東 群馬県 市道 （都市計画道路） 北部環状線（市道118号） 令和5年春 藤岡市中栗須～藤岡市上栗須 延長0.52km（2/4車線） 藤岡市
都市建設部都市施設
課

0274-40-2332

関東 群馬県 町道 下原、西谷線 令和5年3月 甘楽郡甘楽町白倉～天引 延長1.00km（2/2車線） 群馬県
県土整備部 道路管
理課

027-226-3603

関東 埼玉県 首都圏中央連絡自動車道 令和4年度 久喜白岡JCT～幸手IC
延長8.5km(4/4車線)
※4車線化

NEXCO東日本 お客さまセンター 0570-024-024 地図データ

関東 埼玉県 首都圏中央連絡自動車道 令和4年度 境古河IC～坂東IC
延長9.1km(4/4車線)
※4車線化

NEXCO東日本 お客さまセンター 0570-024-024 地図データ

関東 埼玉県 一般国道17号 本庄道路 令和4年内 埼玉県児玉郡上里町～群馬県高崎市新町 延長1.4km（2/4車線）
関東地方整
備局

道路部道路計画第一
課

048-600-1341 地図データ

関東 千葉県  市道 市道下飯野線 令和5年3月頃 富津市　下飯野～本郷 延長1.87km（2/2車線) 富津市 建設課 0439-80-1302

関東 千葉県 市道 （都）高須箕和田線（南袖工区） 令和4年10月18日 袖ケ浦市奈良輪地先 延長0.5㎞（2/2車線） 袖ケ浦市 土木建設課 0438-62-3626

関東 山梨県 一般国道138号 （東富士五湖道路） 令和4年7月24日 富士吉田忍野スマートＩＣ スマートインターチェンジ NEXCO中日本 お客さまセンター 0120-922-229 地図データ

関東 山梨県 一般国道140号 新山梨環状道路（東部区間） 令和4年11月19日 甲府市西下条町～甲府市落合町 延長1.6km（2/4車線） 山梨県
県土整備部道路整備
課

055-223-1687 地図データ

関東 山梨県 一般国道300号 中之倉バイパス 令和4年度 南巨摩郡身延町中之倉 延長1.8km（2/2車線） 山梨県
県土整備部道路整備
課

055-223-1687

関東 山梨県 市道
連雀本通り線
（（都）和戸町竜王線（中央四丁目
工区））

令和4年度 甲府市中央四丁目 延長0.3km（2/4車線） 甲府市
まちづくり部都市整
備課

055-223-7055

関東 山梨県 市道 国玉通り線 令和4年度 甲府市国玉町 延長0.5km（2/2車線） 甲府市
まちづくり部都市整
備課

055-223-7055

関東 山梨県 市道 荊沢芦原線 令和4年度 南アルプス市落合 延長0.36km（2/2車線） 南アルプス市 建設部都市計画課 055-282-6394

関東 長野県 一般国道144号 湯ノ平橋 令和4年度 上田市　湯ノ平橋 延長0.4km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7307

関東 長野県 一般国道151号 粒良脇トンネル 令和4年度 下條村　粒良脇トンネル 延長0.8km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7307

関東 長野県 一般国道151号 新野拡幅 令和4年度 阿南町　新野拡幅 延長1.5km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7307

関東 長野県 一般国道152号 湯川バイパス 令和4年度 茅野市　湯川バイパス 延長2.6km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7307

関東 長野県 主要地方道 白馬美麻線 令和4年度 白馬村　大左右 延長0.8km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7306

関東 長野県 主要地方道 丸子信州新線 令和4年度 長野市　大岡 延長1.0km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7306

関東 長野県 村道 滝上北線 令和4年度 筑北村　筑北スマートICアクセス 延長0.6km (2/2車線) 長野県 建設部道路管理課 026-235-7303

関東 長野県 一般県道 塩田仁古田線 令和4年度 上田市　五加 延長0.4km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7306
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関東 長野県 一般県道 有明大町線 令和4年度 安曇野市～松川村　宮城北 延長0.6km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7306

関東 長野県 一般県道 中野飯山線 令和4年度 柳沢（倭） 延長1.9km (2/2車線) 長野県 建設部道路建設課 026-235-7306
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