
事故危険箇所一覧

整理番号 都道府県
名

道路種別 路線名 箇所

01513001t 北海道 一般国道（指定区間）5号 岩内郡共和町国富40番地～岩内郡共和町国富828番地2号
01513002t 北海道 一般国道（指定区間）5号 岩内郡共和町国富369番地～岩内郡共和町国富370番地
01513003t 北海道 一般国道（指定区間）5号 小樽市桃内1丁目57番1号～小樽市塩谷2丁目558番1号
01513004t 北海道 一般国道（指定区間）5号 小樽市塩谷2丁目558番1号～小樽市塩谷1丁目605番地
01513005t 北海道 一般国道（指定区間）12号 江別市江別太(豊幌跨線橋)～江別市豊幌13番地2
01513006t 北海道 一般国道（指定区間）12号 旭川市神居町神居古潭　国有林89林斑～旭川市神居町神居古潭無番地
01513007t 北海道 一般国道（指定区間）12号 旭川市字近文6線南1号～旭川市字近文6線1号
01513008t 北海道 一般国道（指定区間）230号 札幌市南区定山渓国有林46林班～札幌市南区定山渓国有林48林班
01513009t 北海道 一般国道（指定区間）230号 虻田郡喜茂別町字川上　国有林181林班～虻田郡喜茂別町字川上　国有林179林班
01513010t 北海道 一般国道（指定区間）237号 旭川市宮前通西（忠別橋公園）～旭川市神楽１条6丁目（忠別公園）
01513011t 北海道 一般国道（指定区間）274号 勇払郡穂別町字福山176番地3号～勇払郡穂別町字福山218番地3号
01513012t 北海道 一般国道（指定区間）275号 樺戸郡月形町札比内1010番地31～樺戸郡月形町札比内1008番地265
01513013t 北海道 一般国道（指定区間）393号 小樽市朝里川温泉1丁目131番3号～小樽市朝里川温泉1丁目273番2号
01014014t 北海道 主要地方道（道道） 江別恵庭線 北広島市南の里183番地4～南の里193番地1
01016015t 北海道 一般道道 栗山北広島線 北広島市西の里141番地2～西の里119番地1
01016016t 北海道 一般道道 栗山北広島線 北広島市中の沢80番地1～大曲438番地1
01714017t 北海道 主要地方道（道道） 西野真駒内清田線 札幌市中央区盤渓476番地3地先～盤渓508番地20地先
01714018t 北海道 主要地方道（道道） 札幌環状線 札幌市北区北23条西14丁目7番～北24条西13丁目3番地先
01716019t 北海道 一般道道 花畔札幌線 札幌市東区北37条東26丁目1番1号～丘珠町220番地1地先
01513020k 北海道 一般国道（指定区間）5号 札幌市西区八軒10条西11丁目3番地
01513021k 北海道 一般国道（指定区間）5号 札幌市北区新川2条8丁目1番地
01513022k 北海道 一般国道（指定区間）12号 岩見沢市9条西11丁目6番1号
01513023k 北海道 一般国道（指定区間）12号 空知郡奈井江町大和115番地6
01513024k 北海道 一般国道（指定区間）12号 深川市音江町字向陽14番地
01513025k 北海道 一般国道（指定区間）12号 旭川市忠和5条8丁目１番
01513026k 北海道 一般国道（指定区間）36号 恵庭市恵み野西3丁目1番5号
01513027k 北海道 一般国道（指定区間）36号 千歳市平和（道道早来千歳線交差点）
01513028k 北海道 一般国道（指定区間）39号 旭川市永山2条18丁目2番17号
01513029k 北海道 一般国道（指定区間）39号 北見市西富町1丁目1番地
01513030k 北海道 一般国道（指定区間）39号 北見市栄町1丁目1番地
01513031k 北海道 一般国道（指定区間）39号 北見市本町4丁目1番2号
01513032k 北海道 一般国道（指定区間）40号 旭川市末広1条3丁目1番19号
01513033k 北海道 一般国道（指定区間）44号 釧路郡釧路町別保原野（国道391号交差点）
01513034k 北海道 一般国道（指定区間）231号 札幌市北区北38条西2丁目1番地
01513035k 北海道 一般国道（指定区間）231号 札幌市北区麻生町1丁目7番地
01513036k 北海道 一般国道（指定区間）231号 札幌市東区北48条東1丁目1番地
01513037k 北海道 一般国道（指定区間）231号 札幌市北区太平6条1丁目39番2号
01513038k 北海道 一般国道（指定区間）231号 石狩市親船東2条2丁目187番地
01513039k 北海道 一般国道（指定区間）233号 留萌市元川町2丁目49番1号
01513040k 北海道 一般国道（指定区間）234号 岩見沢市志文町463番地1
01513041k 北海道 一般国道（指定区間）234号 夕張郡由仁町三川緑町36番2号
01513042k 北海道 一般国道（指定区間）234号 苫小牧市沼ノ端42番6号
01513043k 北海道 一般国道（指定区間）235号 沙流郡門別町富川北2丁目1番40号
01513044k 北海道 一般国道（指定区間）240号 網走郡美幌町字大通南1丁目13番地
01513045k 北海道 一般国道（指定区間）274号 札幌市東区北34条東27丁目7番地
01513046k 北海道 一般国道（指定区間）274号 札幌市白石区流通センター2丁目6番地
01513047k 北海道 一般国道（指定区間）274号 夕張郡長沼町東4線南6号430番地3
01513048k 北海道 一般国道（指定区間）275号 石狩郡当別町樺戸町1055番地15
01513049k 北海道 一般国道（指定区間）275号 樺戸郡新十津川町字花月111番地2
01513050k 北海道 一般国道（指定区間）276号 苫小牧市双葉町3丁目3番5号
01513051k 北海道 一般国道（指定区間）337号 千歳市千代田町6丁目32番2号
01513052k 北海道 一般国道（指定区間）337号 空知郡南幌町中央1丁目188番地2
01513053k 北海道 一般国道（指定区間）337号 石狩市新港中央1丁目（市道花畔本通交差点）
01014054k 北海道 主要地方道（道道） 岩見沢月形線 岩見沢市西川町1038番地3
01014055k 北海道 主要地方道（道道） 千歳鵡川線 勇払郡早来町新栄397番地1
01014056k 北海道 主要地方道（道道） 旭川停車場線 旭川市1条通9丁目50番地
01014057k 北海道 主要地方道（道道） 鷹栖東神楽線 旭川市東旭川町旭正328番地
01014058k 北海道 主要地方道（道道） 江別恵庭線 江別市上江別427番地1
01014059k 北海道 主要地方道（道道） 江別恵庭線 恵庭市大町2丁目1番地
01014060k 北海道 主要地方道（道道） 増毛稲田線 雨竜郡妹背牛町字妹背牛267番地7
01014061k 北海道 主要地方道（道道） 室蘭環状線 室蘭市寿町1丁目24番地
01014062k 北海道 主要地方道（道道） 室蘭環状線 室蘭市高砂町1丁目42番地
01014063k 北海道 主要地方道（道道） 室蘭環状線 室蘭市知利別町1丁目14番地
01014064k 北海道 主要地方道（道道） 室蘭環状線 室蘭市中島町1丁目24番地
01016065k 北海道 一般道道 苫小牧環状線 苫小牧市新開町2丁目11番地
01016066k 北海道 一般道道 苫小牧環状線 苫小牧市三光町5丁目26番地
01016067k 北海道 一般道道 上登別室蘭線 登別市美園町2丁目22番地
01016068k 北海道 一般道道 中央東線 室蘭市中島町1丁目13番地
01016069k 北海道 一般道道 中央東線 室蘭市寿町2目8番地
01016070k 北海道 一般道道 旭川旭岳温泉線 旭川市東旭川町共栄15番地1
01019071k 北海道 市道 昭和1-19号線 函館市富岡町3丁目37番地
01019072k 北海道 市道 小泉北2線道路 北見市小泉773番地1
01019073k 北海道 町道 10号線 常呂郡端野町字三区769番地1
01714074k 北海道 主要地方道（道道） 札幌夕張線 札幌市白石区南郷通7丁目北5番29号
01714075k 北海道 主要地方道（道道） 札幌夕張線 札幌市厚別区大谷地西１丁目3番15号
01714076k 北海道 主要地方道（道道） 札幌停車場線 札幌市中央区北3条西4丁目1番
01714077k 北海道 主要地方道（道道） 札幌停車場線 札幌市中央区北2条西4丁目1番
01714078k 北海道 主要地方道（道道） 石狩手稲線 札幌市手稲区前田5条11丁目7番10号
01714079k 北海道 主要地方道（道道） 西野真駒内清田線 札幌市西区西町北20丁目1番10号
01714080k 北海道 主要地方道（道道） 西野真駒内清田線 札幌市西区西野2条2丁目5番12号
01714081k 北海道 主要地方道（道道） 西野真駒内清田線 札幌市西区西野3条2丁目4番15号
01714082k 北海道 主要地方道（道道） 札幌環状線 札幌市東区北14条東7丁目7番
01714083k 北海道 主要地方道（道道） 札幌環状線 札幌市北区北24条西5丁目1番
01714084k 北海道 主要地方道（道道） 札幌環状線 札幌市中央区宮の森3条11丁目1番1号
01714085k 北海道 主要地方道（道道） 札幌環状線 札幌市中央区南19条西16丁目8番1号
01714086k 北海道 主要地方道（道道） 札幌環状線 札幌市豊平区中の島1条4丁目1番
01714087k 北海道 主要地方道（道道） 札幌環状線 札幌市豊平区中の島2条4丁目1番1号
01714088k 北海道 主要地方道（道道） 札幌環状線 札幌市白石区菊水元町5条2丁目2番18号
01714089k 北海道 主要地方道（道道） 札幌当別線 札幌市東区北37条東28丁目6番6号
01714090k 北海道 主要地方道（道道） 札幌北広島環状線 札幌市北区篠路10条4丁目4番10号
01714091k 北海道 主要地方道（道道） 札幌北広島環状線 札幌市北区拓北8条1丁目2番5号
01714092k 北海道 主要地方道（道道） 札幌北広島環状線 札幌市北区あいの里1条5丁目2番25号
01714093k 北海道 主要地方道（道道） 札幌北広島環状線 札幌市北区あいの里2条6丁目1番
01715094k 北海道 主要地方道（市道） 真駒内篠路線 札幌市中央区南2条東1丁目1番4号
01715095k 北海道 主要地方道（市道） 真駒内篠路線 札幌市中央区南5条東1丁目3番
01715096k 北海道 主要地方道（市道） 真駒内篠路線 札幌市中央区南7条東1丁目1番
01715097k 北海道 主要地方道（市道） 真駒内篠路線 札幌市豊平区水車町3丁目1番1号
01715098k 北海道 主要地方道（市道） 旭山公園米里線 札幌市中央区南8条西15丁目4番
01715099k 北海道 主要地方道（市道） 旭山公園米里線 札幌市中央区南9条西3丁目2番15号
01715100k 北海道 主要地方道（市道） 旭山公園米里線 札幌市豊平区豊平3条2丁目1番1号
01715101k 北海道 主要地方道（市道） 羊ヶ丘線 札幌市清田区清田2条3丁目11番
01716102k 北海道 一般道道 花畔札幌線 札幌市北区東茨戸2条1丁目73番
01716103k 北海道 一般道道 花畔札幌線 札幌市東区北37条東26丁目1番5号
01716104k 北海道 一般道道 花畔札幌線 札幌市東区北7条東2丁目1番20号
01716105k 北海道 一般道道 花畔札幌線 札幌市東区北7条東1丁目1番1号
01716106k 北海道 一般道道 琴似停車場新琴似線 札幌市北区北30条西14丁目3番10号
01716107k 北海道 一般道道 琴似停車場新琴似線 札幌市北区新琴似2条1丁目1番59号
01716108k 北海道 一般道道 琴似停車場新琴似線 札幌市北区北40条西6丁目3番15号
01716109k 北海道 一般道道 厚別停車場線 札幌市厚別区厚別中央5条2丁目6番13号
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01716110k 北海道 一般道道 桑園停車場線 札幌市中央区北4条西16丁目1番9号
01716111k 北海道 一般道道 丘珠空港線 札幌市東区栄町523番2号
01716112k 北海道 一般道道 下手稲札幌線 札幌市手稲区新発寒5条1丁目1番3号
01716113k 北海道 一般道道 下手稲札幌線 札幌市中央区北16条西16丁目1番
01716114k 北海道 一般道道 下手稲札幌線 札幌市中央区北5条西10丁目8番1号
01716115k 北海道 一般道道 西野白石線 札幌市中央区北5条西28丁目1番1号
01716116k 北海道 一般道道 大麻東雁来線 札幌市白石区北郷3条7丁目9番26号
01716117k 北海道 一般道道 樽川篠路線 札幌市北区新琴似7条3丁目1番26号
01716118k 北海道 一般道道 厚別平岡線 札幌市厚別区厚別南2丁目1番1号
02523001t 青森 一般国道（指定区間）45号 百石町字上明堂８９番地４～字上明堂２５番地１４
02023002t 青森 一般国道（指定区間外）103号 青森市妙見1丁目91-4地先～青森市妙見1丁目5-1地先
02023003t 青森 一般国道（指定区間外）103号 青森市大字雲谷字山吹無番地地先～青森市前岳国有林横内担当区地先
02023004t 青森 一般国道（指定区間外）103号 青森市前岳国有林横内担当区地先～青森市前岳国有林横内担当区地先
02023005t 青森 一般国道（指定区間外）279号 むつ市大字中野沢字浜田46-28地先～むつ市大字中野沢字畑沢野29地先
02023006t 青森 一般国道（指定区間外）280号 蓬田村大字広瀬字村元39-4地先～蓬田村大字広瀬字村元741地先
02023007t 青森 一般国道（指定区間外）338号 むつ市川守町163地先～むつ市大湊上町583地先
02024008t 青森 主要地方道（県道） 青森浪岡線 青森市大字高田字川瀬749地先～青森市大字高田字朝日山809-3地先
02024009t 青森 主要地方道（県道） 青森浪岡線 青森市大字高田字朝日山809-3地先～青森市大字高田字朝日山809-2地先
02523010k 青森 一般国道（指定区間）4号 五戸町字八景１１２番地
02523011k 青森 一般国道（指定区間）4号 青森市栄町２丁目（栄町交差点）
02523012k 青森 一般国道（指定区間）7号 藤崎町大字藤崎字四本松（藤崎交差点）
02523013k 青森 一般国道（指定区間）7号 青森市大字荒川字藤戸（荒川交差点）
02023014k 青森 一般国道（指定区間外）101号 森田村上桐野字吉見（相野交差点）
02023015k 青森 一般国道（指定区間外）339号 五所川原市大字旭町（五所川原駅通り交差点）
02024016k 青森 主要地方道（県道） 弘前岳鯵ヶ沢線 弘前市土手町７８（中土手町交差点）
02024017k 青森 主要地方道（県道） 大鰐浪岡線 黒石市大字京町（東新町交差点）
02024018k 青森 主要地方道（県道） 青森浪岡線 青森市大字高田字旭山（高田朝日山交差点）
02024019k 青森 主要地方道（県道） 弘前鯵ヶ沢線 弘前市大字北瓦ヶ町１５（弘前郵便局前交差点）
02024020k 青森 主要地方道（県道） 弘前鯵ヶ沢線 弘前市大字山下町（山下町交差点）
02024021k 青森 主要地方道（県道） 青森環状野内線 青森市大字古川３丁目（浪館五差路）
02024022k 青森 主要地方道（県道） 青森環状野内線 青森市北金沢一丁目（久須志神社前北側交差点）
02026023k 青森 一般県道 久渡寺新寺町線 弘前市樹木四丁目（樹木4丁目交差点）
03033001t 岩手 一般国道（指定区間外）282号 岩手郡松尾村松尾第１地割１８２番地１１～第１地割１８２番地
03034002t 岩手 主要地方道（県道） 上米内湯沢線 盛岡市三本柳７地割１９番地３～三本柳７地割権現堂６９番地３
03523003k 岩手 一般国道（指定区間）4号 一関市山目（大槻交差点）
03523004k 岩手 一般国道（指定区間）4号 水沢市佐倉河（鐙田交差点）
03523005k 岩手 一般国道（指定区間）4号 滝沢村滝沢（分レ南交差点）
03523006k 岩手 一般国道（指定区間）46号 盛岡市前九年一丁目（舘坂交差点）
03033007k 岩手 一般国道（指定区間外）107号 北上市北鬼柳１９地割（藤木交差点）
03034008k 岩手 主要地方道（県道） 一関大東線 一関市弧禅寺峯下（大平交差点）
04523001t 宮城 一般国道（指定区間）4号 志波姫町堀口字宮中～築館町藤木８丁目
04523002t 宮城 一般国道（指定区間）45号 唐桑町字只越２番８号～字只越２番８７号
04044003t 宮城 主要地方道（県道） 石巻河北線 河北町北境字根廻～字構掘
04723004t 宮城 一般国道（指定区間外）457号 仙台市青葉区落合２丁目１１番５号～仙台市青葉区落合２丁目１１番２５号
04523005k 宮城 一般国道（指定区間）4号 大河原町字新東２７番２０号
04523006k 宮城 一般国道（指定区間）4号 岩沼市桜５丁目５番４１号
04523007k 宮城 一般国道（指定区間）4号 仙台市太白区郡山４丁目（鹿の又交差点）
04523008k 宮城 一般国道（指定区間）4号 仙台市若林区卸町（箱堤交差点）
04523009k 宮城 一般国道（指定区間）4号 仙台市泉区市名坂字原田３７番１号
04523010k 宮城 一般国道（指定区間）6号 亘理町逢隈下郡字明神
04523011k 宮城 一般国道（指定区間）45号 石巻市蛇田（蛇田交差点）
04523012k 宮城 一般国道（指定区間）45号 気仙沼市字所沢５２番２号
04523013k 宮城 一般国道（指定区間）48号 仙台市青葉区木町通２丁目３番３６５号
04043014k 宮城 一般国道（指定区間外）286号 川崎町字川崎原（川崎町大柳交差点）
04043015k 宮城 一般国道（指定区間外）457号 大和町吉岡字西原（吉岡西原交差点）
04044016k 宮城 主要地方道（県道） 塩釜吉岡線 利府町中央３丁目（利府町中央３丁目交差点）
04044017k 宮城 主要地方道（県道） 塩釜吉岡線 利府町利府字新大谷地（利府町新大谷地交差点）
04044018k 宮城 主要地方道（県道） 仙台松島線 利府町森郷字新太子堂（森郷新太子堂交差点）
04044019k 宮城 主要地方道（県道） 大和松島線 大郷町中村字屋鋪（大郷海洋センター前交差点）
04044020k 宮城 主要地方道（県道） 古川登米線 米山町西野字十日町（桜岡橋西交差点）
04044021k 宮城 主要地方道（県道） 石巻鹿島台大衡線 大郷町大松沢字築道西（大郷町大松沢バイパス交差点）
04046022k 宮城 一般県道 名取村田線 名取市田高字南（名取市田高南交差点）
04046023k 宮城 一般県道 杉ケ袋増田線 名取市増田字柳田（増田中学校南交差点）
04046024k 宮城 一般県道 大和幡谷線 大郷町粕川字西長崎（大郷町役場北交差点）
04723025k 宮城 一般国道（指定区間外）286号 仙台市太白区長町７丁目（仙台南郵便局前交差点）　
04723026k 宮城 一般国道（指定区間外）286号 仙台市太白区鹿野３丁目（鹿野小学校入口交差点）　
04723027k 宮城 一般国道（指定区間外）286号 仙台市太白区泉崎１丁目（泉崎入口交差点）　
04724028k 宮城 主要地方道（県道） 仙台北環状線 仙台市泉区上谷刈（仙台北環状線ミルキーウェイ前交差点）　
04726029k 宮城 一般県道 泉ヶ丘熊ヶ根線 仙台市泉区明通１丁目（泉パークタウン運動公園入口交差点）　
05523001t 秋田 一般国道（指定区間）13号 河辺町北野田高屋字榊表２３番地～字榊表４３番地
05523002t 秋田 一般国道（指定区間）46号 田沢湖町生保内字船場～刺巻字刺巻
05053003t 秋田 一般国道（指定区間外）101号 山本郡峰浜村水沢字寺ノ後～高野野字羽立
05053004t 秋田 一般国道（指定区間外）105号 本荘市出戸町字中梵天～字赤沼下
05053005t 秋田 一般国道（指定区間外）105号 仙北郡角館町岩瀬下夕野～字上菅沢
05054006t 秋田 主要地方道（県道） 湯沢雄物川大曲線 大曲市住吉町～東川字佐戸
05054007t 秋田 主要地方道（県道） 秋田岩見船岡線 秋田市楢山川口境～川口境
05523008k 秋田 一般国道（指定区間）7号 秋田市茨島２丁目１３６番地
05523009k 秋田 一般国道（指定区間）7号 秋田市茨島２丁目（茨島交差点）
05523010k 秋田 一般国道（指定区間）7号 能代市浅内字浅内堤下（浅内交差点）
05054011k 秋田 主要地方道（県道） 角館六郷線 仙北郡太田町伊勢堂（太田交差点）
06523001t 山形 一般国道（指定区間）112号 西村山郡西川町大字海味字町浦～字太郎
06523002t 山形 一般国道（指定区間）113号 南陽市宮内字中の坪二４５４９番地２～字中の坪二４５４５番地
06523003t 山形 一般国道（指定区間）113号 南陽市宮内字八幡田一～字桜田二
06523004k 山形 一般国道（指定区間）13号 上山市金瓶字林ノ陰（金瓶交差点）
06523005k 山形 一般国道（指定区間）13号 山形市松山１丁目（松山交差点）
06523006k 山形 一般国道（指定区間）112号 寒河江市大字西根字長面（西根交差点）
06063007k 山形 一般国道（指定区間外）121号 米沢市大町三丁目１番３６号
06063008k 山形 一般国道（指定区間外）121号 米沢市大町三丁目４番４１号
06063009k 山形 一般国道（指定区間外）121号 米沢市大町三丁目５番４１号
06064010k 山形 主要地方道（県道） 尾花沢関山線 村山市楯岡新町二丁目１番２号
06064011k 山形 主要地方道（県道） 酒田松山線 平田町大字砂越字粕町１０１番１号
07523001t 福島 一般国道（指定区間）6号 双葉町新山字高万迫１８５番地～字高万迫１７６番地
07073002t 福島 一般国道（指定区間外）118号 矢祭町大字戸塚字戸塚～大字下石井字駒橋
07073003t 福島 一般国道（指定区間外）118号 棚倉町大字八槻字下馬橋～大字八槻字大宮
07073004t 福島 一般国道（指定区間外）121号 下郷町大字中妻字大百刈～大字栄富字南原
07073005t 福島 一般国道（指定区間外）288号 三春町大字熊耳字十石窪～大字熊耳字中田
07073006t 福島 一般国道（指定区間外）289号 西郷村大字真船字離山 ～大字米字耗窪
07073007t 福島 一般国道（指定区間外）294号 白河市九番町～二番町
07073008t 福島 一般国道（指定区間外）349号 保原町字7丁目～9丁目３番地２　　　
07073009t 福島 一般国道（指定区間外）349号 保原町字9丁目３番地２～10丁目
07073010t 福島 一般国道（指定区間外）399号 伊達町大字箱崎字沖前～大字箱崎字前川原
07073011t 福島 一般国道（指定区間外）399号 伊達町字広前～字右城
07074012t 福島 主要地方道（県道） 郡山停車場線 郡山市駅前１丁目～中町
07074013t 福島 主要地方道（県道） いわき上三坂小野線 いわき市山田町字屋敷～字林越
07074014t 福島 主要地方道（県道） 郡山矢吹線 郡山市大槻町字西ノ宮～字下町
07074015t 福島 主要地方道（県道） 郡山大越線 郡山市富久山町久保田字古町４０番地１～字古町２４５番地３
07074016t 福島 主要地方道（県道） 小野郡山線 郡山市中町４１９番地～中町４２５番地
07076017t 福島 一般県道 須賀川二本松線 郡山市富久山町久保田字久保田９０番地２～字久保田２０番地２
07076018t 福島 一般県道 須賀川二本松線 郡山市富久山町久保田字久保田２１５番地５～富久山町福原字泉崎
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07523019k 福島 一般国道（指定区間）4号 福島市伏拝字沼ノ上（伏拝交差点）
07523020k 福島 一般国道（指定区間）4号 福島市鳥谷野字天神（鳥谷野南交差点）
07523021k 福島 一般国道（指定区間）4号 福島市渡利字岩下（弁天山交差点）
07523022k 福島 一般国道（指定区間）4号 伊達町字広前（伊達町交差点）
07523023k 福島 一般国道（指定区間）4号 郡山市安積２丁目（安積支所東入口交差点）
07523024k 福島 一般国道（指定区間）4号 郡山市堂前町（消防署南交差点）
07523025k 福島 一般国道（指定区間）4号 郡山市清水台１丁目（郡山駅前交差点）
07523026k 福島 一般国道（指定区間）6号 いわき市平字十五町目（十五町目交差点）
07523027k 福島 一般国道（指定区間）6号 いわき市平五色町（五色町交差点）
07523028k 福島 一般国道（指定区間）6号 いわき市四倉町字東１丁目（四倉駅入口交差点）
07523029k 福島 一般国道（指定区間）6号 相馬市塚ノ町１丁目（塚ノ町交差点）
07523030k 福島 一般国道（指定区間）13号 福島市早稲町（あづま陸橋東交差点）
07523031k 福島 一般国道（指定区間）13号 福島市陣場町（陣場町交差点）
07523032k 福島 一般国道（指定区間）49号 郡山市字城清水（郡山警察署西交差点）
07523033k 福島 一般国道（指定区間）49号 郡山市字菜根屋敷（菜根屋敷交差点）
07523034k 福島 一般国道（指定区間）49号 郡山市桑野１丁目（開成交差点）
07523035k 福島 一般国道（指定区間）49号 郡山市桑野３丁目（桑野北交差点）
07523036k 福島 一般国道（指定区間）49号 会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原（郷之原交差点）
07073037k 福島 一般国道（指定区間外）114号 浪江町権現堂字新町（上町交差点）
07073038k 福島 一般国道（指定区間外）115号 猪苗代町字梨木西（土木事務所東交差点）
07073039k 福島 一般国道（指定区間外）289号 白河市字中山下（北登町交差点）
07073040k 福島 一般国道（指定区間外）289号 いわき市錦町鶴ケ町（落合Ｔ字路交差点）
07073041k 福島 一般国道（指定区間外）399号 保原町大字上保原字中ノ台（大割農免道交差点）
07073042k 福島 一般国道（指定区間外）399号 伊達町字右城（片町交差点）
07074043k 福島 主要地方道（県道） 福島飯坂線 福島市笹谷字石田（北一本松交差点）
07074044k 福島 主要地方道（県道） 福島飯坂線 福島市飯坂町平野字堂ノ前（堂ノ前交差点）
07074045k 福島 主要地方道（県道） 上名倉飯坂伊達線 福島市飯坂町平野字西前原（西前原交差点）
07074046k 福島 主要地方道（県道） 日立いわき線 いわき市中岡町３丁目（月山下交差点）
07074047k 福島 主要地方道（県道） 小名浜四倉線 いわき市小名浜字松之中（松之中交差点）
07074048k 福島 主要地方道（県道） 小名浜四倉線 いわき市江名字藪倉（合磯ﾄﾝﾈﾙ入口交差点）
07074049k 福島 主要地方道（県道） 小名浜四倉線 いわき市平下高久字中谷地（高久交差点）
07074050k 福島 主要地方道（県道） いわき上三坂小野線 いわき市中岡町１丁目（中岡2丁目交差点）
07074051k 福島 主要地方道（県道） 郡山大越線 郡山市横塚３丁目（逢瀬川橋南交差点）
07074052k 福島 主要地方道（県道） 会津若松三島線 会津若松市大町１丁目（七日町南交差点）
07074053k 福島 主要地方道（県道） 会津若松三島線 会津若松市中町（針屋町入口交差点）
07074054k 福島 主要地方道（県道） 会津若松三島線 北会津村大字下荒井字三ノ丸（下荒井北交差点）
07074055k 福島 主要地方道（県道） 中野須賀川線 鏡石町浦之沢町（一里担西交差点）
07074056k 福島 主要地方道（県道） 原町海老相馬線 原町市栄町１丁目（資生堂前交差点）
07076057k 福島 一般県道 浪江鹿島線 原町市南町２丁目（野田魚店前交差点）
07076058k 福島 一般県道 庭坂福島線 福島市三河北町（三河北町交差点）
07076059k 福島 一般県道 須賀川二本松線 郡山市富久山町久保田字久保田（ベニマル富久山店東入口交差点）
07076060k 福島 一般県道 須賀川二本松線 郡山市富久山町福原字福原（福原交差点）
08533001t 茨城 一般国道（指定区間）4号 茨城県古河市中田町字藤塚850～茨城県古河市中田町字藤塚858
08533002t 茨城 一般国道（指定区間）6号 日立市東滑川町四丁目1471-1～日立市東滑川四丁目1981-1
08533003t 茨城 一般国道（指定区間）6号 多賀郡十王町伊師2180-1～多賀郡十王町伊師2160-2
08533004t 茨城 一般国道（指定区間）50号 下館市大字玉戸1005-1～下館市大字玉戸1003-30
08533005t 茨城 一般国道（指定区間）50号 真壁郡協和町大字門井1676-4～真壁郡協和町大字門井1714-3
08533006t 茨城 一般国道（指定区間）50号 真壁郡協和町大字門井1714-3～真壁郡協和町大字門井1514-4
08533007t 茨城 一般国道（指定区間）50号 西茨城郡岩瀬町大字西小塙2184～西茨城郡岩瀬町大字加茂部364-1
08533008t 茨城 一般国道（指定区間）50号 水戸市三の丸一丁目113-2～水戸市三の丸一丁目113-23
08083009t 茨城 一般国道（指定区間外）118号 久慈郡大子町池田2657-3～久慈郡大子町池田1640
08083010t 茨城 一般国道（指定区間外）123号 東茨城郡常北町石塚2196～東茨城郡常北町石塚1494
08083011t 茨城 一般国道（指定区間外）123号 水戸市渡里町2713-1～水戸市渡里町2650
08083012t 茨城 一般国道（指定区間外）461号 久慈郡里美村大中1619～久慈郡里美村大中1718
08084013t 茨城 主要地方道（県道） 千葉竜ヶ崎線 北相馬郡利根町中田切146～北相馬郡利根町中田切371
08084014t 茨城 主要地方道（県道） 石岡下館線 石岡市石岡12886～石岡市石岡13457-15
08084015t 茨城 主要地方道（県道） 小川鉾田線 東茨城郡小川町小川1527～東茨城郡小川町小川1624-2
08084016t 茨城 主要地方道（県道） 下館つくば線 下館市下中山～下館市西石田
08084017t 茨城 主要地方道（県道） 水戸岩間線 水戸市見和１丁目311-4～水戸市見和１丁目336-6
08084018t 茨城 主要地方道（県道） 江戸崎新利根線 稲敷郡江戸崎町佐倉1032～稲敷郡江戸崎町佐倉2233-3
08084019t 茨城 主要地方道（県道） 水戸神栖線 水戸市千波町2466～水戸市千波町2374-7
08084020t 茨城 主要地方道（県道） つくば古河線 猿島郡総和町柳橋～猿島郡三和町北山田
08086021t 茨城 一般県道 紅葉石岡線 東茨城郡小川町野田1475-1～東茨城郡小川町野田331
08533022k 茨城 一般国道（指定区間）4号 茨城県猿島郡総和町字新田裏（大堤交差点）
08533023k 茨城 一般国道（指定区間）6号 取手市井野台四丁目（井野台）
08533024k 茨城 一般国道（指定区間）6号 牛久市猪子町（学園都市南入口）
08533025k 茨城 一般国道（指定区間）6号 土浦市中村南四丁目（学園東大通入口）
08533026k 茨城 一般国道（指定区間）6号 水戸市酒門町（酒門五差路）
08533027k 茨城 一般国道（指定区間）6号 水戸市浜田町（浜田十字路）
08533028k 茨城 一般国道（指定区間）6号 日立市川尻町（川尻駅入口）
08533029k 茨城 一般国道（指定区間）50号 下館市大字小川1554-32
08533030k 茨城 一般国道（指定区間）50号 水戸市石川四丁目（石川町）
08533031k 茨城 一般国道（指定区間）50号 水戸市石川町一丁目（石川二丁目東）
08533032k 茨城 一般国道（指定区間）50号 水戸市西原一丁目（松ｹ丘）
08533033k 茨城 一般国道（指定区間）50号 水戸市東原一丁目（自由ｹ丘）
08533034k 茨城 一般国道（指定区間）50号 水戸市大工町二丁目（大工町二丁目）
08533035k 茨城 一般国道（指定区間）50号 水戸市元吉田町（水戸工業高校東）
08533036k 茨城 一般国道（指定区間）51号 鹿嶋市大字荒井（鹿嶋市役所大野支所入口）
08533037k 茨城 一般国道（指定区間）51号 鉾田町大字柏熊（柏熊）
08533038k 茨城 一般国道（指定区間）51号 水戸市本町二丁目（東台一丁目）
08533039k 茨城 一般国道（指定区間）51号 水戸市柳町一丁目（柳町一丁目）
08083040k 茨城 一般国道（指定区間外）354号 つくば市上横場（上横場交差点）
08084041k 茨城 主要地方道（県道） 土浦境線 つくば市吾妻３丁目（妻木交差点）
08084042k 茨城 主要地方道（県道） 那珂湊那珂線 ひたちなか市金上（金上交差点）
08084043k 茨城 主要地方道（県道） 茨城岩間線 西茨城郡岩間町安居（下安居交差点）
08084044k 茨城 主要地方道（県道） 石岡常北線 石岡市石岡（並木東交差点）
08084045k 茨城 主要地方道（県道） 明野間々田線 真壁郡明野町海老ヶ島（海老ヶ島西交差点）
08086046k 茨城 一般県道 新川江戸崎線 稲敷郡桜川村四箇（上馬渡交差点）
08086047k 茨城 一般県道 江戸崎阿見線 稲敷郡美浦村土屋（一本松交差点）
08086048k 茨城 一般県道 下入野水戸線 水戸市酒門町（町付交差点）
08086049k 茨城 一般県道 谷和原下館線 結城郡石下町原宿（宮田交差点）
09533001t 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県黒磯市大字島方字蛇尾川添～黒磯市大字島方字上西原
09533002t 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市雀宮６丁目１６～宇都宮市雀宮６丁目１２
09533003t 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市簗瀬町字下一丁目1535～宇都宮市簗瀬町字下一丁目1442
09533004t 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市簗瀬町１９８～宇都宮市簗瀬町２１７
09533005t 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市簗瀬町字鶴巻244～宇都宮市簗瀬町字鶴巻261
09533006t 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市宿郷3丁目20～宇都宮市宿郷3丁目21
09533007t 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市御幸町77～宇都宮市御幸町301
09533008t 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市御幸町289～宇都宮市御幸町278
09533009t 栃木 一般国道（指定区間）50号 栃木県小山市駅南町2丁目2番29号7～小山市駅南町2丁目2番29号5
09093010t 栃木 一般国道（指定区間外）119号 今市市　瀬川町～春日町2丁目（今市浄水場前）
09093011t 栃木 一般国道（指定区間外）119号 宇都宮市　中戸祭1丁目3～戸祭1丁目10（県立体育館前）
09093012t 栃木 一般国道（指定区間外）121号 藤原町　横川21～横川17（不動滝前）
09093013t 栃木 一般国道（指定区間外）121号 藤原町　横川435～横川474（なら入橋）
09093014t 栃木 一般国道（指定区間外）121号 今市市　吉沢156～室瀬430
09093015t 栃木 一般国道（指定区間外）121号 今市市　文挾町449～文挾町434
09093016t 栃木 一般国道（指定区間外）123号 宇都宮市　峰町350～峰3丁目（宇都宮大前）
09093017t 栃木 一般国道（指定区間外）293号 足利市　田中町95～田中町38（田中町）
09093018t 栃木 一般国道（指定区間外）461号 塩谷町　船生3660～船生3434
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09094019t 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮笠間線 宇都宮市　宿郷2丁目～簗瀬4丁目（宿郷中）
09094020t 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮笠間線 宇都宮市　宿郷5丁目～平松町493（宿郷東）
09094021t 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮鹿沼線 宇都宮市　鶴田町1740～鶴田町1740（中央競馬育成牧場東）
09094022t 栃木 主要地方道（県道） 那須高原線 那須町　湯本377～湯本431
09094023t 栃木 主要地方道（県道） 足利環状線 足利市　山川町849～山川町955（山川町）
09096024t 栃木 一般県道 小山結城線 小山市　城東5丁目２５～城東6丁目３６－２
09533025k 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市西原町字大塚（川田入口交差点）
09533026k 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市簗瀬町字川原（簗瀬交差点）
09533027k 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市簗瀬町字九斗蒔1280
09533028k 栃木 一般国道（指定区間）4号 栃木県宇都宮市峰町字坂下120
09093029k 栃木 一般国道（指定区間外）119号 宇都宮市　松原３丁目（松原3丁目交差点）
09093030k 栃木 一般国道（指定区間外）119号 宇都宮市　不動前４丁目（不動前交差点）
09093031k 栃木 一般国道（指定区間外）121号 宇都宮市　砂田町（砂田町交差点）
09093032k 栃木 一般国道（指定区間外）293号 氏家町　向河原（向河原交差点）
09093033k 栃木 一般国道（指定区間外）293号 足利市　元学町（元学町交差点）
09093034k 栃木 一般国道（指定区間外）293号 足利市　有楽町（足利女子校前交差点）
09093035k 栃木 一般国道（指定区間外）352号 壬生町　本丸１丁目（本丸1丁目交差点）
09093036k 栃木 一般国道（指定区間外）352号 石橋町　中大領（中大領歩道橋交差点）
09093037k 栃木 一般国道（指定区間外）352号 石橋町　下石橋（第三工業団地入口交差点）
09093038k 栃木 一般国道（指定区間外）408号 宇都宮市　道場宿町（道場宿交差点）
09094039k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮笠間線 宇都宮市　駅前通り３丁目（宮の橋交差点）
09094040k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮笠間線 宇都宮市　簗瀬町（東雲通入口交差点）
09094041k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮笠間線 宇都宮市　宿郷５丁目（宿郷南交差点）
09094042k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮栃木線 宇都宮市　睦町（睦町交差点）
09094043k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮栃木線 宇都宮市　滝谷町（滝谷町交差点）
09094044k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮亀和田栃木線 宇都宮市　細谷町（細谷町交差点）
09094045k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮鹿沼線 宇都宮市　鶴田町（宮環鹿沼交差点西交差点）
09094046k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮鹿沼線 宇都宮市　砥上町（砥上団地入口交差点）
09094047k 栃木 主要地方道（県道） 足利太田線 足利市　田中町（渡良瀬橋交差点）
09094048k 栃木 主要地方道（県道） 足利太田線 足利市　借宿町１丁目（借宿町1丁目交差点）
09094049k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮楡木線 鹿沼市　上石川（桜塚十文字交差点）
09094050k 栃木 主要地方道（県道） 佐野古河線 藤岡町　山合（新開橋北交差点）
09094051k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮烏山線 宇都宮市　大通り３丁目（上河原交差点）
09094052k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮烏山線 宇都宮市　今泉町３丁目（今泉町交差点）
09094053k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮烏山線 宇都宮市　今泉町（今泉交番前交差点）
09094054k 栃木 主要地方道（県道） 栃木藤岡線 大平町　下皆川（下皆川交差点）
09094055k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮結城線 上三川町　下町（下町交差点）
09094056k 栃木 主要地方道（県道） 足利千代田線 足利市　田中町（東武足利駅南交差点）
09094057k 栃木 主要地方道（県道） 足利環状線 足利市　朝倉町（朝倉町東交差点）
09094058k 栃木 主要地方道（県道） 足利環状線 足利市　福富町（足工大付属高校前交差点）
09094059k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮真岡線 宇都宮市　下栗町（繊維団地入口交差点）
09094060k 栃木 主要地方道（県道） 藤原宇都宮線 宇都宮市　大曽町３丁目（宇商前交差点）
09094061k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮向田線 宇都宮市　栄町（東橋西袂交差点）
09094062k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮向田線 宇都宮市　東宿郷３丁目（東宿郷交差点）
09094063k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮向田線 宇都宮市　東宿郷５丁目（宇都宮駅東第四交差点）
09094064k 栃木 主要地方道（県道） 宇都宮向田線 宇都宮市　柳田町（柳田大橋西交差点）
09094065k 栃木 主要地方道（県道） 桐生岩舟線 足利市　山前町（山前駅西交差点）
09094066k 栃木 主要地方道（県道） 桐生岩舟線 佐野市　富岡町１丁目（富岡町交差点）
09094067k 栃木 主要地方道（県道） 栃木佐野線 栃木市　薗部町（錦着山入口北交差点）
09096068k 栃木 一般県道 氏家宇都宮線 宇都宮市　海道町（海道町交差点）
09096069k 栃木 一般県道 氏家宇都宮線 宇都宮市　竹林町（竹林町交差点）
09096070k 栃木 一般県道 下岡本上三川線 宇都宮市　平石（平石北交差点）
09096071k 栃木 一般県道 雀宮真岡線 上三川町　西汗（赤堀交差点）
09096072k 栃木 一般県道 小山結城線 小山市　城東６丁目（泉崎交差点）
09096073k 栃木 一般県道 中塩原板室那須線 那須町　東町（一見茶屋西交差点）
09096074k 栃木 一般県道 大平山公園線 栃木市　片柳町５丁目（栃商西交差点）
09096075k 栃木 一般県道 黒磯高久線 黒磯市　上大塚新田（黒磯バイパス南口交差点）
09096076k 栃木 一般県道 小山南河内線 小山市　駅南町４丁目（小山駅南町４交差点）
10533001t 群馬 一般国道（指定区間）17号 藤岡市立石611-1～藤岡市立石635
10533002t 群馬 一般国道（指定区間）17号 高崎市下之城町５２７－１～高崎市下之城町４８８ー１
10533003t 群馬 一般国道（指定区間）17号 高崎市下小鳥町１２６８～高崎市下小鳥町１２７７
10533004t 群馬 一般国道（指定区間）17号 北群馬郡子持村大字中郷１２４０～子持村大字中郷４２２－９
10533005t 群馬 一般国道（指定区間）17号 沼田市岩本町２９－１～沼田市岩本町１７９－１
10533006t 群馬 一般国道（指定区間）18号 安中市板鼻１５０～安中市板鼻１７０－１０
10533007t 群馬 一般国道（指定区間）18号 安中市安中１丁目２４－２３１４－１～安中市安中１丁目１２－２
10533008t 群馬 一般国道（指定区間）18号 安中市原市４０６～安中市原市６３１－２
10533009t 群馬 一般国道（指定区間）18号 碓氷郡松井田町大字五料６１１－１～碓氷郡松井田町大字五料７１８
10533010t 群馬 一般国道（指定区間）50号 佐波郡赤堀町大字市場１４３－１～赤堀町大字市場１８－８
10533011t 群馬 一般国道（指定区間）50号 佐波郡赤堀町大字曲沢４７～赤堀町大字鹿島９０５
10103012t 群馬 一般国道（指定区間外）120号 利根郡利根村大字園原１７９３－２手前～利根郡利根村大字園原２１５０地先
10103013t 群馬 一般国道（指定区間外）120号 利根郡白沢村大字生枝１２４６－６地先～利根郡白沢村大字生枝１１３６
10103014t 群馬 一般国道（指定区間外）120号 沼田市下久屋町１１００－１～沼田市下久屋町１１１１
10103015t 群馬 一般国道（指定区間外）122号 桐生市相生町２丁目８５９－１～桐生市相生町２丁目８３１
10103016t 群馬 一般国道（指定区間外）144号 吾妻郡嬬恋村大字大前乙１１８０－１～吾妻郡嬬恋村大字大前３２３
10103017t 群馬 一般国道（指定区間外）254号 甘楽郡甘楽町大字福島１１７５－１～甘楽郡甘楽町大字福島７８８－１
10103018t 群馬 一般国道（指定区間外）254号 富岡市神農原１－１～富岡市神農原１５０－１
10103019t 群馬 一般国道（指定区間外）291号 利根郡水上町大字湯桧曽２２０地先～利根郡水上町大字湯桧曽２２２地先
10103020t 群馬 一般国道（指定区間外）353号 勢多郡北橘村大字八崎２８１－４～渋川市下郷１１９０－１３
10103021t 群馬 一般国道（指定区間外）353号 北群馬郡子持村大字北牧３５５－７～北群馬郡子持村大字北牧７０７
10103022t 群馬 一般国道（指定区間外）353号 北群馬郡小野上村大字小野子１６７６－３～北群馬郡小野上村大字小野子１９１６
10103023t 群馬 一般国道（指定区間外）353号 吾妻郡中之条町大字伊勢町２２０－５～吾妻郡中之条町大字伊勢町６７４
10103024t 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市並榎町５２１～高崎市並榎町２２２
10103025t 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市並榎町１４９－１～高崎市並榎町１４８
10103026t 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市高関町４２９－２～高崎市南大類町１２４７－１
10103027t 群馬 一般国道（指定区間外）354号 邑楽郡板倉町大字岩田１８４３～邑楽郡板倉町大字岩田１２９４
10103028t 群馬 一般国道（指定区間外）406号 群馬郡倉淵村大字三ﾉ倉５１８－１～群馬郡倉淵村大字三ﾉ倉７８１
10103029t 群馬 一般国道（指定区間外）406号 高崎市下豊岡町９００～高崎市下豊岡町８９６－１
10103030t 群馬 一般国道（指定区間外）462号 多野郡鬼石町大字鬼石７０６～多野郡鬼石町大字鬼石１１１９
10104031t 群馬 主要地方道（県道） 前橋館林線 太田市新道町１３４５－５～太田市新道町１３４０
10104032t 群馬 主要地方道（県道） 前橋館林線 館林市本町２丁目１１－１７～館林市本町２丁目１１－１
10104033t 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 前橋市上泉町１４２１－８～前橋市上泉町１７９０－４
10104034t 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 勢多郡大胡町大字堀越３５１－１～勢多郡大胡町大字茂木２７０－８
10104035t 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 勢多郡大胡町大字茂木２７０－８～勢多郡大胡町大字茂木２４８－２
10104036t 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 勢多郡粕川村大字女渕１３９８～勢多郡粕川村大字女渕４６１－１
10104037t 群馬 主要地方道（県道） 前橋赤城線 前橋市上細井町８８７－１～勢多郡富士見村大字時沢甲１２５－２
10104038t 群馬 主要地方道（県道） 前橋赤城線 勢多郡富士見村大字赤城山２１８８～勢多郡富士見村大字赤城山１－１
10104039t 群馬 主要地方道（県道） 前橋箕郷線 前橋市国領町２丁目１３－２０～前橋市国領町２丁目２００－１０
10104040t 群馬 主要地方道（県道） 前橋安中富岡線 高崎市南新波町９９－９～高崎市南新波町１７７
10104041t 群馬 主要地方道（県道） 前橋高崎線 高崎市日高町１７８～高崎市日高町５５０
10104042t 群馬 主要地方道（県道） 前橋高崎線 高崎市井野町８４０－１～高崎市井野町１０８７
10104043t 群馬 主要地方道（県道） 伊勢崎深谷線 伊勢崎市今泉町１丁目１３７６－１～伊勢崎市今泉町１丁目１４２３
10104044t 群馬 主要地方道（県道） 前橋伊香保線 北群馬郡吉岡町大字上野田６５９－３地先～北群馬郡吉岡町大字上野田６５８－２
10104045t 群馬 主要地方道（県道） 大胡赤城線 勢多郡大胡町大字堀越８４４－１～勢多郡大胡町大字堀越１０９５
10104046t 群馬 主要地方道（県道） 高崎渋川線 高崎市新町７４～高崎市連雀町５５－３
10104047t 群馬 主要地方道（県道） 高崎渋川線 前橋市清野町１１６～前橋市池端町５９７－１３
10104048t 群馬 主要地方道（県道） 高崎渋川線 北群馬郡吉岡町大字下野田１０１４－４～北群馬郡吉岡町大字下野田１６１４
10104049t 群馬 主要地方道（県道） 高崎榛名吾妻線 高崎市下小鳥町３２５～高崎市下小鳥町６１－５
10104050t 群馬 主要地方道（県道） 高崎榛名吾妻線 高崎市下小鳥町１４２－１～高崎市下小鳥町３９６
10104051t 群馬 主要地方道（県道） 高崎榛名吾妻線 群馬郡箕郷町大字下芝６７２－４～群馬郡箕郷町大字上芝３６７－９
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10104052t 群馬 主要地方道（県道） 高崎榛名吾妻線 群馬郡箕郷町大字上芝６２－１～群馬郡箕郷町大字西明屋７１
10104053t 群馬 主要地方道（県道） 高崎榛名吾妻線 群馬郡箕郷町大字東明屋４６３～群馬郡箕郷町大字東明屋３４３－３
10104054t 群馬 主要地方道（県道） 渋川吾妻線 吾妻郡吾妻町大字小泉６５７－２～吾妻郡吾妻町大字植栗２２７
10104055t 群馬 主要地方道（県道） 神田吉井停車場線 藤岡市神田１３６０－１～藤岡市矢場６５６
10104056t 群馬 主要地方道（県道） 藤木高崎線 高崎市八千代町１丁目１２－１０～高崎市八千代町１丁目１２－１
10104057t 群馬 主要地方道（県道） 長野原倉渕線 群馬郡倉渕村大字川浦２７－８０～群馬郡倉渕村大字川浦２７－９
10104058t 群馬 主要地方道（県道） 平川沼田線 利根郡川場村大字立岩２７０－１～沼田市横塚町１０５２－５
10104059t 群馬 主要地方道（県道） 平川沼田線 沼田市横塚町１１１６－５～沼田市横塚町３０９－１
10104060t 群馬 主要地方道（県道） 平川沼田線 沼田市横塚町３０８－５～沼田市横塚町１３５２
10104061t 群馬 主要地方道（県道） 桐生田沼線 桐生市本町５丁目３６４～桐生市本町５丁目３４５
10104062t 群馬 主要地方道（県道） 桐生伊勢崎線 新田郡笠懸町大字阿左美１６４－２～新田郡笠懸町大字阿左美１７５－１
10104063t 群馬 主要地方道（県道） 桐生伊勢崎線 新田郡笠懸町大字阿左美５９１－１～新田郡笠懸町大字阿左美５９２－１
10106064t 群馬 一般県道 駒形柴町線 前橋市駒形町１１３０－２～前橋市駒形町１０３８－４
10106065t 群馬 一般県道 足門前橋線 前橋市元総社町１３０１－２～前橋市元総社町２１５９
10106066t 群馬 一般県道 井野停車場線 高崎市井野町１０４２－３～高崎市井野町９９５－５
10106067t 群馬 一般県道 津久田停車場前橋線 前橋市龍蔵寺町１１３－５～前橋市青柳町２００－１
10106068t 群馬 一般県道 上日野藤岡線 藤岡市鮎川６８～藤岡市上大塚５６４
10106069t 群馬 一般県道 上日野藤岡線 藤岡市上大塚４５１～藤岡市上大塚２６４
10106070t 群馬 一般県道 中野谷富岡線 富岡市七日市４０８－６～富岡市七日市６３３－１
10106071t 群馬 一般県道 上発知材木町線 沼田市滝棚３２８－１～沼田市滝棚３０３
10533072k 群馬 一般国道（指定区間）17号 多野郡新町６区１２２２－１
10533073k 群馬 一般国道（指定区間）17号 多野郡新町８区１６５４－１（笛木町交差点）
10533074k 群馬 一般国道（指定区間）17号 高崎市倉賀野町２９１２（新柳瀬橋北交差点）
10533075k 群馬 一般国道（指定区間）17号 高崎市倉賀野町４５３５－１（倉賀野西交差点）
10533076k 群馬 一般国道（指定区間）17号 高崎市下之城町１７９－１（下之城町交差点）
10533077k 群馬 一般国道（指定区間）17号 高崎市若松町７９（聖石橋交差点）
10533078k 群馬 一般国道（指定区間）17号 高崎市高松町３９（和田橋交差点）
10533079k 群馬 一般国道（指定区間）17号 高崎市緑町1丁目９（緑町交差点）
10533080k 群馬 一般国道（指定区間）17号 前橋市元総社町６５７－１（元総社町交差点）
10533081k 群馬 一般国道（指定区間）17号 前橋市元総社町９８（相原病院前交差点）
10533082k 群馬 一般国道（指定区間）17号 前橋市荒牧町７８１－１１（荒牧町交差点）
10533083k 群馬 一般国道（指定区間）17号 利根郡月夜野町大字上津９５４－１（上津大原交差点）
10533084k 群馬 一般国道（指定区間）17号 佐波郡境町大字三ツ木（三ツ木交差点）
10533085k 群馬 一般国道（指定区間）18号 高崎市下豊岡町３２３（君が代橋西交差点）
10533086k 群馬 一般国道（指定区間）18号 高崎市上豊岡町２０６－８（上豊岡町交差点）
10533087k 群馬 一般国道（指定区間）50号 新田郡笠懸町大字阿左美１５１７－１（岩宿交差点）
10103088k 群馬 一般国道（指定区間外）120号 沼田市上原町１７５６－１（沼田警察署西交差点）
10103089k 群馬 一般国道（指定区間外）122号 桐生市相生町２丁目８０９
10103090k 群馬 一般国道（指定区間外）122号 桐生市広沢町１丁目２８０２
10103091k 群馬 一般国道（指定区間外）122号 桐生市広沢町４丁目２４５５－４（広沢町４丁目交差点）
10103092k 群馬 一般国道（指定区間外）122号 太田市東長岡町１７９７（東長岡交差点）
10103093k 群馬 一般国道（指定区間外）122号 太田市石原町２７７（石原南交差点）
10103094k 群馬 一般国道（指定区間外）145号 吾妻郡吾妻町大字原町９６９－１（御殿交差点）
10103095k 群馬 一般国道（指定区間外）145号 吾妻郡中之条町大字伊勢町６７４（伊勢町下交差点）
10103096k 群馬 一般国道（指定区間外）254号 藤岡市本郷７２３－１（本郷交差点）
10103097k 群馬 一般国道（指定区間外）254号 藤岡市白石２３６５－１（白石交差点）
10103098k 群馬 一般国道（指定区間外）254号 富岡市曽木２３－１
10103099k 群馬 一般国道（指定区間外）254号 富岡市一ノ宮１７３０
10103100k 群馬 一般国道（指定区間外）254号 富岡市富岡２３６１－２（小沢交差点）
10103101k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市並榎町３５６
10103102k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市住吉町１９（住吉町交差点）
10103103k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市本町１４１－３（本町１丁目交差点）
10103104k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市本町６４（本町３丁目交差点）
10103105k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市江木町３０４（江木町交差点）
10103106k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市高関町２８２－１（高関町交番前交差点）
10103107k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市柴崎町９３６（紫崎町交差点）
10103108k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 高崎市下斉田町２８５－２（下斉田町交差点）
10103109k 群馬 一般国道（指定区間外）354号 伊勢崎市除ケ町１３８－１（除ケ・大正寺交差点）
10103110k 群馬 一般国道（指定区間外）407号 太田市熊野町５－２２（熊野町交差点）
10104111k 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 勢多郡大胡町大字堀越３５７－５（堀越南交差点）
10104112k 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 勢多郡大胡町大字茂木９２（茂木交差点）
10104113k 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 桐生市堤町３丁目５－２５（堤町３丁目交差点）
10104114k 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 桐生市末広町６－２９
10104115k 群馬 主要地方道（県道） 前橋大間々桐生線 桐生市本町５丁目３６４（本町５丁目交差点）
10104116k 群馬 主要地方道（県道） 前橋赤城線 前橋市若宮町４丁目７－１２（若宮町４丁目交差点）
10104117k 群馬 主要地方道（県道） 前橋赤城線 勢多郡富士見村大字時沢１７０８－１（時沢神社前交差点）
10104118k 群馬 主要地方道（県道） 前橋赤城線 勢多郡富士見村大字小暮８７６－１（小暮交差点）
10104119k 群馬 主要地方道（県道） 前橋箕郷線 前橋市総社町２３２６－２
10104120k 群馬 主要地方道（県道） 前橋箕郷線 群馬郡群馬町大字北原１－４
10104121k 群馬 主要地方道（県道） 前橋安中富岡線 前橋市元総社町９４８－５
10104122k 群馬 主要地方道（県道） 前橋安中富岡線 群馬郡群馬町大字菅谷２０－２３９
10104123k 群馬 主要地方道（県道） 前橋安中富岡線 群馬郡群馬町大字三ッ寺１１８２（三ッ寺交差点）
10104124k 群馬 主要地方道（県道） 前橋高崎線 高崎市芝塚町１９０５（芝塚町交差点）
10104125k 群馬 主要地方道（県道） 前橋高崎線 高崎市栄町３－２１（栄町交差点）
10104126k 群馬 主要地方道（県道） 前橋高崎線 高崎市双葉町４３９－８（双葉町交差点）
10104127k 群馬 主要地方道（県道） 前橋高崎線 高崎市新後閑町１－６（新後閑町交差点）
10104128k 群馬 主要地方道（県道） 前橋長瀞線 高崎市京目町１１１－１（京目町交差点）
10104129k 群馬 主要地方道（県道） 前橋長瀞線 前橋市公田町６６９－３
10104130k 群馬 主要地方道（県道） 大胡赤城線 勢多郡大胡町大字堀越１０９５（堀越交差点）
10104131k 群馬 主要地方道（県道） 藤岡本庄線 藤岡市中栗須２３７－６（市役所前交差点）
10104132k 群馬 主要地方道（県道） 高崎伊勢崎線 伊勢崎市連取町８９０（連取町萩原交差点）
10104133k 群馬 主要地方道（県道） 高崎渋川線 高崎市新町８９－２（新町交差点）
10104134k 群馬 主要地方道（県道） 高崎渋川線 高崎市連雀町５５－３（連雀町交差点）
10104135k 群馬 主要地方道（県道） 高崎渋川線 高崎市飯塚町１８７（飯塚町南交差点）
10104136k 群馬 主要地方道（県道） 高崎安中渋川線 北群馬郡吉岡町大字小倉４８９－３
10104137k 群馬 主要地方道（県道） 高崎駒形線 高崎市末広町３３（末広町交差点）
10104138k 群馬 主要地方道（県道） 高崎駒形線 高崎市上大類町８２０－８（上大類町交差点）
10104139k 群馬 主要地方道（県道） 高崎榛名吾妻線 高崎市浜川町１２９－６
10104140k 群馬 主要地方道（県道） 高崎榛名吾妻線 群馬郡箕郷町大字上芝１８６－１地先（上芝東交差点）
10104141k 群馬 主要地方道（県道） 高崎榛名吾妻線 群馬郡箕郷町大字上芝９－６
10104142k 群馬 主要地方道（県道） 寺尾藤岡線 高崎市寺尾町１２５５（寺尾三差路交差点）
10104143k 群馬 主要地方道（県道） 渋川松井田線 渋川市元町２２３４（元町交差点）
10104144k 群馬 主要地方道（県道） 渋川大胡線 勢多郡大胡町大字横沢３６－１
10104145k 群馬 主要地方道（県道） 藤岡大胡線 前橋市富田町７４７－１
10104146k 群馬 主要地方道（県道） 下仁田安中倉淵線 安中市磯部３丁目３－１７（磯部交差点）
10104147k 群馬 主要地方道（県道） 藤木高崎線 高崎市八千代町１丁目１２－１０（消防署南交差点）
10104148k 群馬 主要地方道（県道） 桐生田沼線 桐生市梅田町１丁目１８７－６
10104149k 群馬 主要地方道（県道） 桐生伊勢崎線 新田郡笠懸町大字阿左美１７６－６（阿左美下原交差点）
10104150k 群馬 主要地方道（県道） 伊勢崎大胡線 伊勢崎市曲輪町９－１６
10104151k 群馬 主要地方道（県道） 伊勢崎大胡線 前橋市荒子町３０５－２
10104152k 群馬 主要地方道（県道） 伊勢崎大胡線 前橋市下大屋町３３５－７（下大屋交差点）
10104153k 群馬 主要地方道（県道） 伊勢崎停車場線 伊勢崎市大手町２２－２０
10104154k 群馬 主要地方道（県道） 前橋赤堀線 前橋市端気町１５０（端気町交差点）
10106155k 群馬 一般県道 四ツ塚原之郷前橋線 前橋市勝沢町４１５
10106156k 群馬 一般県道 一本木平小井戸安中線 安中市原市１丁目１１－３０
10106157k 群馬 一般県道 井野停車場線 高崎市新保町５１１－４
10106158k 群馬 一般県道 津久田停車場前橋線 前橋市龍蔵寺町甲１５０－１
10106159k 群馬 一般県道 津久田停車場前橋線 前橋市青柳町２００－１
10106160k 群馬 一般県道 南新井前橋線 前橋市青梨子町１６３－１
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10106161k 群馬 一般県道 中島新町線 藤岡市立石１０５０－４
10106162k 群馬 一般県道 中島新町線 多野郡新町２８３５－１（新町駅入口交差点）
10106163k 群馬 一般県道 南後箇七日市線 富岡市七日市１１３１－１
10106164k 群馬 一般県道 磯部停車場上野尻線 安中市安中３９７４－２地先（下磯部交差点）
10106165k 群馬 一般県道 長久保安中線 安中市原市１６５４
10106166k 群馬 一般県道 竜舞山前停車場線 太田市茂木町３８０地先
10106167k 群馬 一般県道 境大間々線 新田郡笠懸町大字西鹿田１７６（西鹿田交差点）
10106168k 群馬 一般県道 香林西国定伊勢崎線 佐波郡東村大字国定２０５７
10106169k 群馬 一般県道 香林西国定伊勢崎線 伊勢崎市上植木本町２１８５－３１
10106170k 群馬 一般県道 西国定薮塚線 新田郡薮塚本町大字大原１７０１－４
10106171k 群馬 一般県道 小島太田線 太田市大字岩瀬川４３５－１（岩瀬川交差点）
10106172k 群馬 一般県道 新田尾島線 新田郡尾島町大字尾島３９９
10106173k 群馬 一般県道 大原境線 新田郡新田町大字上田中６５７－５
10106174k 群馬 一般県道 金山城址線 太田市本町３９－１２（本町北交差点）
11533001t 埼玉 一般国道（指定区間）4号 越谷市千間台東3丁目28番7号～越谷市千間台東3丁目24番5号
11533002t 埼玉 一般国道（指定区間）4号 越谷市千間台東3丁目6番10号～越谷市千間台東3丁目1番20号
11533003t 埼玉 一般国道（指定区間）4号 春日部市大字大枝442番地1～春日部市大字大枝457番地1
11533004t 埼玉 一般国道（指定区間）4号 春日部市緑町6丁目9番9号～春日部市緑町1丁目13番27号
11533005t 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市浦和区常盤7丁目2番20号～さいたま市浦和区常盤7丁目3番15号
11533006t 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市中央区上落合8丁目4番7号～さいたま市中央区上落合8丁目14番18号
11533007t 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市大字新堀226番地7～熊谷市大字新堀313番地2
11533008t 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市大字新堀357番地7～熊谷市大字新堀881番地9
11113009t 埼玉 一般国道（指定区間外）140号 秩父市熊木町大字12番地～秩父市熊木町大字14番地
11113010t 埼玉 一般国道（指定区間外）140号 秩父郡長瀞町大字本野上656番地～秩父郡長瀞町大字本野上282番地
11113011t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 新座市中野1丁目1番地～新座市中野1丁目1番地
11113012t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡三芳町大字竹間沢97番地～入間郡三芳町大字竹間沢65番地
11113013t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡三芳町大字藤久保936番地～入間郡三芳町大字藤久保923番地
11113014t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡三芳町大字藤久保826番地～入間郡三芳町大字北永井866番地
11113015t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡三芳町大字北永井866番地～入間郡三芳町大字北永井869番地
11113016t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡大井町大字大井855番地～入間郡大井町大字大井955番地
11113017t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡大井町鶴ヶ岡2丁目28番地～入間郡大井町鶴ヶ岡2丁目26番地
11113018t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 川越市大字砂新田129番地～川越市大字砂829番地
11113019t 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 川越市岸町2丁目8番地～川越市岸町2丁目6番地
11113020t 埼玉 一般国道（指定区間外）299号 秩父市相生町7番地～秩父市宮側町10番地
11113021t 埼玉 一般国道（指定区間外）299号 飯能市大字岩沢126番地～飯能市大字岩沢190番地
11113022t 埼玉 一般国道（指定区間外）299号 飯能市大字岩沢190番地～飯能市大字岩沢225番地
11113023t 埼玉 一般国道（指定区間外）299号 飯能市大字岩沢284番地～入間市大字野田1571番地
11113024t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 所沢市西新井町15番地～所沢市西新井町23番地
11113025t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 所沢市けやき台2丁目16番地～所沢市けやき台2丁目17番地
11113026t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 所沢市けやき台1丁目24番地～所沢市緑町3丁目9番地
11113027t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 所沢市北中1丁目185番地～所沢市北中1丁目234番地
11113028t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 所沢市北中1丁目234番地～所沢市東狭山ヶ丘4丁目2673番地
11113029t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 所沢市東狭山ヶ丘1丁目709番地～入間市東藤沢4丁目2番地
11113030t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 入間市東藤沢1丁目1番地～入間市大字下藤沢574番地
11114031t 埼玉 主要地方道（県道） 熊谷小川秩父線 秩父市大字山田2288番地～秩父郡横瀬町大字横瀬5859番地
11114032t 埼玉 主要地方道（県道） 川越日高線 日高市大字鹿山284番地～日高市大字鹿山304番地
11114033t 埼玉 主要地方道（県道） 三郷松伏線 吉川市大字三輪野江190番地～吉川市大字三輪野江1705番地
11114034t 埼玉 主要地方道（県道） 三郷松伏線 吉川市吉屋2丁目88番地～吉川市関新田2丁目1118番地
11114035t 埼玉 主要地方道（県道） 飯能寄居線 日高市大字上鹿山37番地～日高市大字原宿100番地
11114036t 埼玉 主要地方道（県道） 飯能寄居線 入間郡毛呂山町大字長瀬125番地～入間郡毛呂山町大字小田谷582番地
11114037t 埼玉 主要地方道（県道） 川口上尾線 川口市並木1丁目25番地～川口市並木1丁目25番地
11114038t 埼玉 主要地方道（県道） 保谷志木線 朝霞市三原4丁目13番地1号～朝霞市三原4丁目13番地54号
11114039t 埼玉 主要地方道（県道） 加須鴻巣線 加須市元町7番地～加須市南町4番地
11114040t 埼玉 主要地方道（県道） 足立越谷線 越谷市南越谷2丁目6番地～越谷市瓦曽根2丁目9番地
11114041t 埼玉 主要地方道（県道） 足立越谷線 越谷市瓦曽根2丁目12番地～越谷市瓦曽根2丁目19番地
11114042t 埼玉 主要地方道（県道） 足立越谷線 越谷市瓦曽根2丁目19番地～越谷市瓦曽根2丁目2番地
11114043t 埼玉 主要地方道（県道） 足立越谷線 越谷市北越谷5丁目10番地～越谷市北越谷5丁目9番地
11114044t 埼玉 主要地方道（県道） 所沢狭山線 狭山市大字北入曽948番地～狭山市入間川3173
11114045t 埼玉 主要地方道（県道） 川越上尾線 上尾市大字地頭方382番地～上尾市大字壱丁目55番地
11114046t 埼玉 主要地方道（県道） 岩槻幸手線 北葛飾郡杉戸町大字下高野823番地～北葛飾郡杉戸町大字下野954番地
11114047t 埼玉 主要地方道（県道） 行田東松山線 北足立郡吹上町大字大芦1100番地～北足立郡吹上町大字大芦1809番地
11114048t 埼玉 主要地方道（県道） 葛飾吉川松伏線 三郷市戸ヶ崎4丁目393番地～三郷市戸ヶ崎2120番地
11114049t 埼玉 主要地方道（県道） 練馬川口線 和光市白子1丁目8番地～和光市白子1丁目7番地
11114050t 埼玉 主要地方道（県道） 練馬川口線 和光市白子1丁目7番地～和光市南1丁目4番地
11114051t 埼玉 主要地方道（県道） 春日部久喜線 南埼玉郡宮代町本田5丁目9番地～南埼玉郡宮代町学園台2丁目2番地
11116052t 埼玉 一般県道 川越越生線 鶴ヶ島市松ヶ丘1丁目6番地～鶴ヶ島市鶴ヶ丘大字866番地
11116053t 埼玉 一般県道 川越越生線 鶴ヶ島市大字太田ヶ谷番地617～鶴ヶ島市大字三ツ木6番地
11116054t 埼玉 一般県道 幸手久喜線 久喜市大字青毛1186番地～久喜市大字青毛1187番地
11116055t 埼玉 一般県道 玉川熊谷線 熊谷市大字万吉1165番地～熊谷市村岡476番地
11116056t 埼玉 一般県道 大間木蕨線 川口市大字伊刈45番地～川口市大字伊刈45番地
11116057t 埼玉 一般県道 鯨井狭山線 狭山市柏原2968番地～狭山市柏原3690番地
11116058t 埼玉 一般県道 久米所沢線 所沢市東住吉7番地～所沢市東住吉10番地
11116059t 埼玉 一般県道 太田熊谷線 熊谷市大字肥塚1197番地～熊谷市大字肥塚1197番地
11116060t 埼玉 一般県道 太田熊谷線 熊谷市桜町1丁目4番地～熊谷市桜町1丁目1番地
11843061t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 大戸6丁目13番地～大戸6丁目13番地
11843062t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 大戸6丁目14番地～大戸6丁目14番地
11843063t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 山久保1丁目15番地～山久保1丁目15番地
11843064t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 山久保1丁目11番地～上峰1丁目１番地2
11843065t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 栄和3丁目3番地18～栄和3丁目5番地15
11843066t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 栄和3丁目20番地10～栄和3丁目26番地18
11843067t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 栄和3丁目22番地25～栄和3丁目22番地3
11843068t 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 上大久保720番地～上大久保720番地
11844069t 埼玉 主要地方道（県道） さいたま川口線 三室8番地～三室10番地
11844070t 埼玉 主要地方道（県道） さいたま春日部線 大和田町1丁目221番地1～大和田町1丁目228番地
11844071t 埼玉 主要地方道（県道） さいたま春日部線 大和田町1丁目759番地～大和田町1丁目741番地2
11844072t 埼玉 主要地方道（県道） さいたま東村山線 関2丁目１１番地２５～田島3丁目７番地１８
11844073t 埼玉 主要地方道（県道） さいたま東村山線 田島5丁目１番地１５～田島5丁目４番地１
11846074t 埼玉 一般県道 曲本さいたま線 岸町4丁目２６番地２０～岸町4丁目２５番地１１
11533075k 埼玉 一般国道（指定区間）4号 草加市新善町155番地1号（新善町交差点）
11533076k 埼玉 一般国道（指定区間）4号 越谷市大字下間久里60番地1号（下間久里交差点）
11533077k 埼玉 一般国道（指定区間）4号 越谷市千間台東1丁目（せんげん台交差点）
11533078k 埼玉 一般国道（指定区間）4号 春日部市大字大枝777番地1
11533079k 埼玉 一般国道（指定区間）4号 春日部市備後東1丁目（藤塚橋交差点）
11533080k 埼玉 一般国道（指定区間）4号 春日部市緑町4丁目（緑町4丁目交差点）
11533081k 埼玉 一般国道（指定区間）4号 春日部市緑町1丁目2番29号（緑町1丁目交差点）
11533082k 埼玉 一般国道（指定区間）4号 幸手市大字上高野2070番地3号（幸手団地入口交差点）
11533083k 埼玉 一般国道（指定区間）16号 岩槻市加倉4丁目（加倉南交差点）
11533084k 埼玉 一般国道（指定区間）16号 春日部市大字南中曽根850番地1号（南中曽根交差点）
11533085k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 戸田市川岸3丁目（川岸3丁目交差点）
11533086k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 戸田市本町4丁目1番地1号
11533087k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 戸田市本町1丁目（本町交差点）
11533088k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 戸田市下戸田2丁目(下戸田2丁目交差点)
11533089k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市南区辻1丁目(辻1丁目交差点)
11533090k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市北区奈良町49番地3号
11533091k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市南区白幡5丁目(武蔵浦和駅入口交差点)
11533092k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市浦和区常盤6丁目(さいたま市役所前交差点)
11533093k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市浦和区常盤9丁目22番13号(常盤9丁目交差点)
11533094k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市浦和区常盤9丁目21番1号(北浦和駅入口交差点)
11533095k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市中央区新中里4丁目(たつみ通り交差点)
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11533096k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市大宮区桜木町4丁目(桜木町交差点)
11533097k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市北区東大成2丁目(東大成町交差点)
11533098k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 上尾市本町3丁目(上尾市役所前交差点)
11533099k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 桶川市大字坂田(坂田交差点)
11533100k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市大字肥塚87番地1(肥塚交差点)
11533101k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市大字柿沼(柿沼交差点)
11533102k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 戸田市美女木5丁目(美女木八幡交差点)
11533103k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 戸田市美女木7丁目(美女木交差点)
11533104k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市中央区円阿弥3丁目(円阿弥交差点)
11533105k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市大宮区三橋2丁目(三橋（3）交差点)
11533106k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 さいたま市西区三橋6丁目(大宮西署交差点)
11533107k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市大字久保島(久保島交差点)
11533108k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市本町2丁目(熊谷市役所入口交差点)
11533109k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市石原2丁目(石原駅入口交差点)
11533110k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市大字石原(警察署前交差点)
11533111k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 熊谷市大字新島10番地1号
11533112k 埼玉 一般国道（指定区間）17号 深谷市深谷町(深谷警察署入口交差点)
11113113k 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡三芳町大字竹間沢141番地（資料館入口交差点）
11113114k 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡三芳町大字竹間沢31番地
11113115k 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡三芳町大字竹間沢959番地
11113116k 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡三芳町大字藤久保841番地（藤久保交差点）
11113117k 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 入間郡大井町鶴ヶ岡2丁目28番地（亀久保交差点）
11113118k 埼玉 一般国道（指定区間外）254号 大里郡寄居町大字桜沢2881番地
11113119k 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 所沢市大字上新井1309番地（富久保交差点）
11113120k 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 所沢市大字上新井1253番地（消防本部前交差点）
11113121k 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 入間市大字下藤沢638番地(藤沢交差点）
11113122k 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 入間市東町6丁目2番地
11114123k 埼玉 主要地方道（県道） 川越日高線 日高市大字鹿山275番地（市役所入口交差点）
11114124k 埼玉 主要地方道（県道） 三郷松伏線 三郷市大広戸16番地（三郷３丁目交差点）
11114125k 埼玉 主要地方道（県道） 練馬所沢線 所沢市大字下安松637番地（愛若山交差点）
11114126k 埼玉 主要地方道（県道） さいたま草加線 草加市花栗4丁目9番地
11114127k 埼玉 主要地方道（県道） 川口上尾線 川口市芝2丁目26番地（蕨駅入口交差点）
11114128k 埼玉 主要地方道（県道） さいたま東村山線 新座市野火止6丁目11番地（野火止上交差点）
11114129k 埼玉 主要地方道（県道） 足立越谷線 越谷市南越谷1丁目21番地（駅入口交差点）
11114130k 埼玉 主要地方道（県道） 川越上尾線 上尾市大字平方領々家1番地
11114131k 埼玉 主要地方道（県道） 越谷流山線 吉川市大字保52（保交差点）
11114132k 埼玉 主要地方道（県道） 深谷寄居線 深谷市大字人見2250番地
11114133k 埼玉 主要地方道（県道） 深谷寄居線 深谷市大字大谷1430番地
11114134k 埼玉 主要地方道（県道） 青梅入間線 入間市大字寺竹730番地
11114135k 埼玉 主要地方道（県道） 青梅入間線 入間市大字上谷ヶ貫569番地
11114136k 埼玉 主要地方道（県道） 練馬川口線 和光市白子1丁目8番地（土支田交差点）
11114137k 埼玉 主要地方道（県道） 練馬川口線 和光市白子1丁目8番地
11114138k 埼玉 主要地方道（県道） 練馬川口線 和光市南1丁目3番地
11116139k 埼玉 一般県道 新座和光線 朝霞市膝折町4丁目22番地（膝折町4丁目交差点）
11116140k 埼玉 一般県道 新座和光線 和光市中央1丁目1番地
11116141k 埼玉 一般県道 鴻巣停車場線 鴻巣市本町2丁目1番地（駅入口交差点）
11116142k 埼玉 一般県道 久米所沢線 所沢市日吉町14番地（駅西口入口交差点）
11116143k 埼玉 一般県道 柿木町蒲生線 越谷市蒲生3丁目15番地
11843144k 埼玉 一般国道（指定区間外）463号 さいたま市桜区下大久保1057番地（下大久保交差点）
11844145k 埼玉 主要地方道（県道） さいたま川口線 さいたま市浦和区道祖土2丁目（総合教育センター入口交差点）
11844146k 埼玉 主要地方道（県道） さいたま川口線 さいたま市緑区山崎1丁目（山崎交差点）
11844147k 埼玉 主要地方道（県道） さいたま春日部線 さいたま市大宮区宮町4丁目（大栄橋交差点）
11844148k 埼玉 主要地方道（県道） さいたま春日部線 さいたま市大宮区高鼻町2丁目（堀の内交差点）
11844149k 埼玉 主要地方道（県道） 川口上尾線 さいたま市南区太田窪2丁目（太田窪北交差点）
11844150k 埼玉 主要地方道（県道） さいたま岩槻線 さいたま市浦和区北浦和3丁目（北浦和東口交差点）
11846151k 埼玉 一般県道 曲本さいたま線 さいたま市南区白幡1丁目11番地14
11846152k 埼玉 一般県道 新方須賀さいたま線 さいたま市大宮区堀の内1丁目14番地
12533001t 千葉 一般国道（指定区間）14号 稲毛区黒砂四丁目106-1～黒砂三丁目109-1
12533002t 千葉 一般国道（指定区間）16号 柏市柏768～柏932-1
12533003t 千葉 一般国道（指定区間）127号 富津市湊806～湊1101
12533004t 千葉 一般国道（指定区間）357号 船橋市浜町二丁目1-46～浜町二丁目1-40
12123005t 千葉 一般国道（指定区間外）126号 旭市ニ427番地～旭市ニ530番地1
12123006t 千葉 一般国道（指定区間外）126号 東金市田間200番地～東金市田間97番地8
12123007t 千葉 一般国道（指定区間外）128号 鴨川市貝渚1739番地1～鴨川市横渚1648番地1
12123008t 千葉 一般国道（指定区間外）128号 鴨川市横渚261番地～鴨川市横渚1088番地
12123009t 千葉 一般国道（指定区間外）296号 八千代市大和田新田135番地～八千代市大和田新田138番地6
12123010t 千葉 一般国道（指定区間外）297号 市原市牛久1084番地～市原市牛久1046番地
12123011t 千葉 一般国道（指定区間外）356号 東庄町笹川い5454番地～東庄町笹川い5435番地
12123012t 千葉 一般国道（指定区間外）410号 君津市広岡1998番地～君津市広岡2630番地
12124013t 千葉 主要地方道（県道） 市川松戸線 市川市国府台2丁目３番1号～市川市国府台2丁目３番1号
12124014t 千葉 主要地方道（県道） 千葉鴨川線 市原市飯沼126番地1～市原市飯沼105番地
12124015t 千葉 主要地方道（県道） 守谷流山線 柏市西原7丁目8番12号～柏市西原7丁目7番20号
12126016t 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市久保4丁目2番17号～君津市久保4丁目2番29号
12126017t 千葉 一般県道 若宮西船市川線 市川市南八幡2丁目23番1号～市川市南八幡2丁目23番1号
12736018t 千葉 一般県道 稲毛停車場穴川線 千葉市稲毛区園生町1109番地4～1112番地1
12737019t 千葉 市道（政令市） 磯辺茂呂町線 千葉市若葉区若松町2126番地2～2126番地11
12533020k 千葉 一般国道（指定区間）6号 松戸市北松戸一丁目9-5（北松戸3丁目交差点）
12533021k 千葉 一般国道（指定区間）6号 松戸市馬橋2437（八ヶ崎交差点）
12533022k 千葉 一般国道（指定区間）6号 柏市明原一丁目18-1（柏駅西口交差点）
12533023k 千葉 一般国道（指定区間）6号 我孫子市青山字東屋敷871
12533024k 千葉 一般国道（指定区間）14号 千葉市花見川区幕張町一丁目107-1-10（幕張陸橋下交差点）
12533025k 千葉 一般国道（指定区間）14号 千葉市花見川区幕張町一丁目98
12533026k 千葉 一般国道（指定区間）14号 千葉市花見川区幕張町五丁目417-15（幕張5丁目交差点）
12533027k 千葉 一般国道（指定区間）14号 千葉市美浜区真砂二丁目1（千葉西警察署入口交差点）
12533028k 千葉 一般国道（指定区間）14号 千葉市稲毛区稲毛二丁目4-5（稲毛浅間神社前交差点）
12533029k 千葉 一般国道（指定区間）14号 千葉市中央区登戸三丁目107（登戸交差点）
12533030k 千葉 一般国道（指定区間）16号 柏市若柴358-8（若柴交差点）
12533031k 千葉 一般国道（指定区間）16号 八千代市村上4030-2（村上団地入口交差点）
12533032k 千葉 一般国道（指定区間）16号 袖ヶ浦市神納二丁目4-2（神納交差点）
12533033k 千葉 一般国道（指定区間）16号 木更津市牛袋180
12533034k 千葉 一般国道（指定区間）16号 木更津市請西二丁目1-24（木更津駅入口交差点）
12533035k 千葉 一般国道（指定区間）16号 木更津市畑沢1477（畑沢交差点）
12533036k 千葉 一般国道（指定区間）16号 富津市大堀1561-3（大堀交差点）
12533037k 千葉 一般国道（指定区間）16号　　　　　　 千葉市若葉区殿台町426-1（殿台交差点）
12533038k 千葉 一般国道（指定区間）16号　　　　　　　　　 千葉市若葉区加曽利町70-6（加曽利交差点）
12533039k 千葉 一般国道（指定区間）16号　　　　　 千葉市中央区星久喜町1161-7（松ヶ丘交差点）
12533040k 千葉 一般国道（指定区間）16号　　　　　　　　 千葉市中央区浜野町151-3（古市場交差点）
12533041k 千葉 一般国道（指定区間）51号 千葉市中央区道場北二丁目25（道場坂下交差点）
12533042k 千葉 一般国道（指定区間）51号 千葉市若葉区桜木町516-23
12533043k 千葉 一般国道（指定区間）51号 成田市花崎町965（成田市役所下交差点）
12533044k 千葉 一般国道（指定区間）126号 東金市台方1026（東金病院脇交差点）
12533045k 千葉 一般国道（指定区間）126号 千葉市若葉区中田町1128（宮田交差点）
12533046k 千葉 一般国道（指定区間）126号 千葉市若葉区坂月町14-1（坂月町交差点）
12533047k 千葉 一般国道（指定区間）126号 千葉市中央区本町三丁目1-1（本町2丁目交差点）
12533048k 千葉 一般国道（指定区間）127号 館山市北条806（南総文化ホール前交差点）
12533049k 千葉 一般国道（指定区間）127号 館山市北条316-7（館山高校入口交差点）
12533050k 千葉 一般国道（指定区間）127号 館山市那古184（那古交差点）
12533051k 千葉 一般国道（指定区間）127号 君津市外箕輪三丁目7-5（君津警察署交差点）
12533052k 千葉 一般国道（指定区間）127号 君津市南子安六丁目24-5
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12533053k 千葉 一般国道（指定区間）127号 君津市南子安六丁目20-20（八重原交差点）
12533054k 千葉 一般国道（指定区間）127号 君津市北子安六丁目18-5
12533055k 千葉 一般国道（指定区間）357号　　　　　　　　　 千葉市中央区塩田町389-21（蘇我陸橋南交差点）
12533056k 千葉 一般国道（指定区間）357号　　　　　　　　　 千葉市中央区出洲港537-1
12533057k 千葉 一般国道（指定区間）357号 千葉市美浜区ひび野一丁目3（中瀬交差点）
12533058k 千葉 一般国道（指定区間）357号 市川市塩浜三丁目16-1（塩浜交差点）
12123059k 千葉 一般国道（指定区間外）14号（京葉道路） 市川市市川2丁目（市川広小路交差点）
12123060k 千葉 一般国道（指定区間外）14号（京葉道路） 市川市八幡2丁目5番15号
12123061k 千葉 一般国道（指定区間外）14号（京葉道路） 市川市八幡2丁目1番1号
12123062k 千葉 一般国道（指定区間外）14号（京葉道路） 船橋市西船5丁目9番（中山競馬場入口交差点）
12123063k 千葉 一般国道（指定区間外）14号（京葉道路） 船橋市本郷町465番地1
12123064k 千葉 一般国道（指定区間外）14号（京葉道路） 船橋市海神6丁目（海神駅入口交差点）
12123065k 千葉 一般国道（指定区間外）14号（京葉道路） 船橋市湊町1丁目（湊町1交差点）
12123066k 千葉 一般国道（指定区間外）126号 成東町津辺（津辺交差点）
12123067k 千葉 一般国道（指定区間外）126号 東金市東新宿2丁目（片貝県道入口交差点）
12123068k 千葉 一般国道（指定区間外）126号 東金市東新宿2丁目20番4号
12123069k 千葉 一般国道（指定区間外）126号 東金市南上宿2丁目（豊海県道入口交差点）
12123070k 千葉 一般国道（指定区間外）126号 東金市南上宿5丁目（東金市押堀交差点）
12123071k 千葉 一般国道（指定区間外）128号 茂原市大芝1番地14（東茂原交差点）
12123072k 千葉 一般国道（指定区間外）128号 茂原市高師1678番地（高師交差点）
12123073k 千葉 一般国道（指定区間外）296号 佐倉市上志津1422番地（井野交差点）
12123074k 千葉 一般国道（指定区間外）296号 船橋市習志野3丁目（車検事務所前交差点)
12123075k 千葉 一般国道（指定区間外）296号 船橋市薬円台3丁目（自衛隊前交差点）
12123076k 千葉 一般国道（指定区間外）296号 習志野市谷津6丁目9番3号
12123077k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 大多喜町船子89番地（船子交差点）
12123078k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 大多喜町船子857番地3
12123079k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 市原市牛久915番地2
12123080k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 市原市佐是593番地
12123081k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 市原市市原253番地（山木三差路交差点）
12123082k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 市原市市原398番地1（辰巳団地入口交差点）
12123083k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 市原市八幡1番地5（八幡交差点）
12123084k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 市原市五所1689番地
12123085k 千葉 一般国道（指定区間外）297号 市原市村上2307番地3（市原インター東側交差点）
12123086k 千葉 一般国道（指定区間外）356号 我孫子市布佐2298番地7
12123087k 千葉 一般国道（指定区間外）409号 市原市牛久1186番地
12123088k 千葉 一般国道（指定区間外）410号 館山市館山1026番地（下町交差点）
12123089k 千葉 一般国道（指定区間外）464号 鎌ヶ谷市初富21番地（くぬぎ山交差点)
12123090k 千葉 一般国道（指定区間外）464号 鎌ヶ谷市中央1丁目（初富交差点）
12124091k 千葉 主要地方道（県道） つくば野田線 野田市野田696番地2（愛宕神社前交差点）
12124092k 千葉 主要地方道（県道） 千葉龍ヶ崎線 印西市高花1丁目17番1号
12124093k 千葉 主要地方道（県道） 千葉龍ヶ崎線 印西市木下1314番地1（木下バイパス入口交差点）
12124094k 千葉 主要地方道（県道） 千葉龍ヶ崎線 我孫子市布佐3036番1号
12124095k 千葉 主要地方道（県道） 松戸野田線 流山市南234番地
12124096k 千葉 主要地方道（県道） 市川浦安線 市川市南八幡2丁目（市川インター北側交差点）
12124097k 千葉 主要地方道（県道） 市川浦安線 市川市関ヶ島16番地7
12124098k 千葉 主要地方道（県道） 市川浦安線 市川市末広１丁目（行徳支所前交差点）
12124099k 千葉 主要地方道（県道） 市川浦安線 市川市押切２１番地8（行徳駅入口交差点）
12124100k 千葉 主要地方道（県道） 市川浦安線 市川市新井2丁目（相之川交差点）
12124101k 千葉 主要地方道（県道） 船橋我孫子線 船橋市東船橋4丁目20番17号
12124102k 千葉 主要地方道（県道） 船橋我孫子線 船橋市米ヶ崎町511番地
12124103k 千葉 主要地方道（県道） 船橋松戸線 船橋市本町7丁目6番1号
12124104k 千葉 主要地方道（県道） 船橋松戸線 船橋市本町7丁目（船橋駅北口十字路交差点）
12124105k 千葉 主要地方道（県道） 東京浦安線 浦安市猫実5丁目（浦安橋東詰交差点）
12124106k 千葉 主要地方道（県道） 市原茂原線 市原市姉ヶ崎661番地（姉崎交差点）
12124107k 千葉 主要地方道（県道） 千葉茂原線 市原市古市場594番地１
12124108k 千葉 主要地方道（県道） 五井本納線 市原市山本1860番地（能満交差点）
12124109k 千葉 主要地方道（県道） 千葉八街横芝線 八街市八街い77番地
12124110k 千葉 主要地方道（県道） 千葉八街横芝線 八街市八街ほ877番地
12124111k 千葉 主要地方道（県道） 千葉八街横芝線 八街市八街ほ（三区十字路交差点）
12124112k 千葉 主要地方道（県道） 木更津末吉線 木更津市太田4丁目１３番21号
12124113k 千葉 主要地方道（県道） 千葉鴨川線 市原市五井中央西2丁目（五井駅入口交差点）
12124114k 千葉 主要地方道（県道） 茂原大多喜線 茂原市早野967番地
12124115k 千葉 主要地方道（県道） 旭小見川線 旭市ロ1539番地1
12124116k 千葉 主要地方道（県道） 茂原白子線 茂原市法目912番地
12124117k 千葉 主要地方道（県道） 野田牛久線 野田市中根230番地（野田市中根交差点）
12124118k 千葉 主要地方道（県道） 守谷流山線 柏市東初石2丁目201番1号
12124119k 千葉 主要地方道（県道） 守谷流山線 流山市東初石2丁目（東初石三交差点）
12124120k 千葉 主要地方道（県道） 市川柏線 柏市青葉台2丁目（南増尾交差点）
12124121k 千葉 主要地方道（県道） 千葉鎌ヶ谷松戸線 松戸市五香3丁目（五香十字路交差点）
12124122k 千葉 主要地方道（県道） 千葉鎌ヶ谷松戸線 松戸市金ヶ作254番地
12124123k 千葉 主要地方道（県道） 船橋印西線 八千代市緑が丘2丁目1番1号
12124124k 千葉 主要地方道（県道） 成田松尾線 成田市三里塚光ヶ丘1番地390
12124125k 千葉 主要地方道（県道） 長沼船橋線 習志野市大久保1丁目29番12号
12124126k 千葉 主要地方道（県道） 長沼船橋線 習志野市藤崎2丁目16番21号
12124127k 千葉 主要地方道（県道） 長沼船橋線 船橋市前原西2丁目12番7号
12124128k 千葉 主要地方道（県道） 成東酒々井線 八街市八街ほ723番地21
12124129k 千葉 主要地方道（県道） 成東酒々井線 八街市八街ほ724番地
12124130k 千葉 主要地方道（県道） 成東酒々井線 八街市大関49番地1
12124131k 千葉 主要地方道（県道） 茂原長生線 茂原市東部台3丁目6番2号
12124132k 千葉 主要地方道（県道） 茂原長生線 茂原市六ツ野3706番地
12124133k 千葉 主要地方道（県道） 袖ヶ浦中島木更津線 袖ケ浦市奈良輪34番地1
12124134k 千葉 主要地方道（県道） 木更津富津線 富津市新富16番地
12124135k 千葉 主要地方道（県道） 君津鴨川線 君津市三直622番地
12124136k 千葉 主要地方道（県道） 君津鴨川線 君津市三直1024番地
12126137k 千葉 一般県道 干潟停車場豊畑線 旭市川口2688番地
12126138k 千葉 一般県道 成東鳴浜線 成東町白幡1602番地（白幡交差点）
12126139k 千葉 一般県道 正気茂原線 茂原市六ツ野1841番地
12126140k 千葉 一般県道 正気茂原線 茂原市町保38番地
12126141k 千葉 一般県道 夷隅瑞沢線 夷隅町作田165番地
12126142k 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市外箕輪3丁目16番26号
12126143k 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市外箕輪2丁目7番1号
12126144k 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市埜師3丁目21番6号
12126145k 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市杢師3丁目1番25号
12126146k 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市埜師1丁目14番23号
12126147k 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市久保4丁目8番26号
12126148k 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市久保2丁目13番1号
12126149k 千葉 一般県道 君津青堀線 君津市久保2丁目5番22号
12126150k 千葉 一般県道 君津大貫線 君津市東坂田4丁目1番7号
12126151k 千葉 一般県道 君津大貫線 君津市東坂田4丁目9番19号
12126152k 千葉 一般県道 君津大貫線 君津市高坂1番地11
12126153k 千葉 一般県道 君津大貫線 富津市絹41番地1
12126154k 千葉 一般県道 我孫子利根線 我孫子市青山892番地
12126155k 千葉 一般県道 我孫子利根線 我孫子市青山1445番地1
12126156k 千葉 一般県道 我孫子利根線 我孫子市北新田
12126157k 千葉 一般県道 松戸原木線 船橋市本郷町643番地
12126158k 千葉 一般県道 津田沼停車場線 習志野市津田沼1丁目3番1号
12126159k 千葉 一般県道 君津停車場線 君津市中野1丁目7番17号
12126160k 千葉 一般県道 外川港線 銚子市新生町4番地12
12126161k 千葉 一般県道 外川港線 銚子市西芝町１番地4（銚子駅前交差点）
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12126162k 千葉 一般県道 松戸柏線 柏市今谷上町45番地（南柏駅入口交差点）
12126163k 千葉 一般県道 高塚新田市川線 市川市菅野6丁目19番24号
12126164k 千葉 一般県道 旭笹川線 旭市琴田2822番地25
12126165k 千葉 一般県道 西浦安停車場線 浦安市富岡2丁目（今川橋東詰交差点）
12126166k 千葉 一般県道 西浦安停車場線 浦安市美浜2丁目1番1号
12126167k 千葉 一般県道 西浦安停車場線 浦安市美浜1丁目（入船交差点）
12126168k 千葉 一般県道 豊四季停車場高田原線 柏市十余ニ164番地26
12126169k 千葉 一般県道 白井流山線 白井市富塚789番地
12126170k 千葉 一般県道 白井流山線 柏市逆井3丁目21番13号
12126171k 千葉 一般県道 白井流山線 松戸市小金きよしヶ丘2丁目（小金交番交差点）
12126172k 千葉 一般県道 白井流山線 流山市鰭ヶ崎752番地1
12126173k 千葉 一般県道 松戸鎌ヶ谷線 松戸市松戸新田114番地5（松戸市消防局交差点）
12126174k 千葉 一般県道 柏印西線 沼南町大井1873番地
12126175k 千葉 一般県道 岩富山田台線 八街市沖1495番地（沖十字路交差点）
12733176k 千葉 一般国道（指定区間外）14号 千葉市新町（新町交差点）
12733177k 千葉 一般国道（指定区間外）126号　　　　　　　　　 千葉市中央区祐光1丁目（院内小学校入口交差点）
12733178k 千葉 一般国道（指定区間外）126号　　　　　　　　　 千葉市中央区祐光1丁目1番1号
12734179k 千葉 主要地方道（県道） 千葉船橋海浜線 千葉市美浜区豊砂3番地（メッセ大橋交差点）
12734180k 千葉 主要地方道（県道） 千葉臼井印西線 千葉市若葉区都賀の台4丁目26番14号
12734181k 千葉 主要地方道（県道） 長沼船橋線 千葉市花見川区犢橋町1517番地
12734182k 千葉 主要地方道（県道） 長沼船橋線 千葉市花見川区犢橋町1666番地（広尾十字路交差点）
12734183k 千葉 主要地方道（県道） 穴川天戸線 千葉市稲毛区園生町1042番地（園生十字路交差点）
12734184k 千葉 主要地方道（県道） 穴川天戸線 千葉市稲毛区宮野木台2丁目10番56号
12734185k 千葉 主要地方道（県道） 穴川天戸線 千葉市稲毛区宮野木台3丁目1番1号
12734186k 千葉 主要地方道（県道） 穴川天戸線 千葉市花見川区畑町676番地（畑町西交差点）
12734187k 千葉 主要地方道（県道） 穴川天戸線 千葉市花見川区畑町1334番地
12737188k 千葉 市道（政令市） 中央赤井町線 千葉市中央区南町2丁目（蘇我駅前交差点）
12737189k 千葉 市道（政令市） 西千葉駅稲荷町線 千葉市稲毛区作草部2丁目9番16号
12737190k 千葉 市道（政令市） 西千葉駅稲荷町線 千葉市若葉区東寺山町554番地（東寺山交差点）
12737191k 千葉 市道（政令市） 西千葉駅稲荷町線 千葉市若葉区高品町894番地1
12737192k 千葉 市道（政令市） 西千葉駅稲荷町線 千葉市若葉区高品町1599番地1
12737193k 千葉 市道（政令市） 磯辺茂呂町線 千葉市美浜区真砂1丁目（真砂1丁目団地西側交差点）
12737194k 千葉 市道（政令市） 穴川犢橋町線 千葉市稲毛区宮野木町1650番地（宮長橋交差点）
12737195k 千葉 市道（政令市） 穴川犢橋町線 千葉市花見川区犢橋町1512番地
13533001t 東京 一般国道（指定区間）15号 港区三田3丁目13-12～港区三田3丁目12-12
13533002t 東京 一般国道（指定区間）16号 福生市 大字熊川443～福生市 大字熊川444
13533003t 東京 一般国道（指定区間）16号 八王子市中野山王1丁目8～八王子市中野山王1丁目-8
13533004t 東京 一般国道（指定区間）20号 調布市 小島町1丁目9～調布市 小島町1丁目8
13533005t 東京 一般国道（指定区間）20号 調布市 小島町1丁目8～調布市 小島町1丁目5
13533006t 東京 一般国道（指定区間）246号 港区南青山3丁目8-38～港区南青山3丁目11-13
13533007t 東京 一般国道（指定区間）246号 世田谷区池尻2丁目33-16～世田谷区池尻2丁目33-10
13133008t 東京 一般国道（指定区間外）411号 青梅市日向和田3丁目866　～二俣尾1丁目296
13746009t 東京 一般都道 古川橋二子玉川線 渋谷区恵比寿南3丁目5-8～恵比寿南3丁目6-7
13746010t 東京 一般都道 鮫洲大山線 渋谷区幡ヶ谷3丁目37-8　　～笹塚3丁目2-14
13533011k 東京 一般国道（指定区間）1号 品川区戸越六丁目23-21(東中延2丁目交差点)
13533012k 東京 一般国道（指定区間）4号 中央区日本橋室町三丁目2-10(室町3丁目交差点)
13533013k 東京 一般国道（指定区間）4号 台東区上野七丁目6-7(東上野交差点)
13533014k 東京 一般国道（指定区間）4号 足立区千住中居町18-12(北千住交差点)
13533015k 東京 一般国道（指定区間）4号 足立区梅田七丁目24-12(梅田7丁目交差点)
13533016k 東京 一般国道（指定区間）4号 足立区梅島二丁目31-21(梅島陸橋交差点)
13533017k 東京 一般国道（指定区間）4号 足立区西保木間二丁目8-4(保木間4丁目交差点)
13533018k 東京 一般国道（指定区間）14号 江東区亀戸七丁目9-13(亀戸7丁目交差点)
13533019k 東京 一般国道（指定区間）14号 江戸川区松島一丁目44-20(東小松川交差点)
13533020k 東京 一般国道（指定区間）14号 江戸川区大杉二丁目23-12(一之江1丁目交差点)
13533021k 東京 一般国道（指定区間）15号 港区芝一丁目15-10(芝4丁目交差点)
13533022k 東京 一般国道（指定区間）15号 品川区南品川一丁目1-3(南品川4丁目交差点)
13533023k 東京 一般国道（指定区間）15号 品川区東大井一丁目21-1(大井消防署前交差点)
13533024k 東京 一般国道（指定区間）15号 品川区南大井１丁目1-11(南大井1丁目交差点)
13533025k 東京 一般国道（指定区間）15号 大田区東蒲田二丁目2-6(東蒲田2丁目交差点)
13533026k 東京 一般国道（指定区間）16号 八王子市万町１７１（万町交差点）
13533027k 東京 一般国道（指定区間）16号 八王子市左入町5（中央道出口）
13533028k 東京 一般国道（指定区間）16号 昭島市拝島１丁目１（堂方上交差点）
13533029k 東京 一般国道（指定区間）16号 昭島市拝島１丁目１（拝島大師北）
13533030k 東京 一般国道（指定区間）16号 八王子市鑓水１４０６（鑓水交差点）
13533031k 東京 一般国道（指定区間）16号 八王子片倉町３６０（片倉町交差点）
13533032k 東京 一般国道（指定区間）16号 八王子市八日町１（八日町交差点）
13533033k 東京 一般国道（指定区間）16号 八王子市中野山王２丁目１（稲荷坂交差点）
13533034k 東京 一般国道（指定区間）16号 八王子市左入町51-1（中央道入口）
13533035k 東京 一般国道（指定区間）17号 文京区本郷三丁目2-10(本郷2丁目交差点)
13533036k 東京 一般国道（指定区間）17号 板橋区氷川町19-11(氷川町交差点)
13533037k 東京 一般国道（指定区間）17号 板橋区志村一丁目12-19(志村一里塚交差点)
13533038k 東京 一般国道（指定区間）20号 千代田区永田町一丁目1-1(三宅坂交差点)
13533039k 東京 一般国道（指定区間）20号 渋谷区代々木二丁目13-2(西新宿2丁目交差点)
13533040k 東京 一般国道（指定区間）20号 渋谷区代々木三丁目25-3(西新宿3丁目交差点)
13533041k 東京 一般国道（指定区間）20号 世田谷区南烏山四丁目28-13(南鳥山4丁目交差点)
13533042k 東京 一般国道（指定区間）20号 世田谷区南烏山六丁目26-5(鳥山総合支所入口交差点)
13533043k 東京 一般国道（指定区間）20号 調布市国領町１丁目１（下布田交差点）
13533044k 東京 一般国道（指定区間）20号 調布市小島町１丁目１（下石原交番前交差点）
13533045k 東京 一般国道（指定区間）20号 調布市上石原１丁目３６（上石原交差点）
13533046k 東京 一般国道（指定区間）20号 立川市錦町６丁目２７（日野橋交差点）
13533047k 東京 一般国道（指定区間）20号 八王子高倉町４１（高倉町交差点）
13533048k 東京 一般国道（指定区間）20号 八王子千人町２丁目３（西八王子駅東交差点）
13533049k 東京 一般国道（指定区間）246号 港区南青山一丁目1-19(青山1丁目交差点)
13533050k 東京 一般国道（指定区間）246号 渋谷区渋谷二丁目10-10(宮益坂上交差点)
13533051k 東京 一般国道（指定区間）246号 目黒区大橋一丁目1-11
13533052k 東京 一般国道（指定区間）246号 世田谷区池尻二丁目8-6(三宿交差点)
13533053k 東京 一般国道（指定区間）246号 世田谷区上馬三丁目18-7(駒沢大学前交差点)
13533054k 東京 一般国道（指定区間）246号 世田谷区用賀一丁目17-4(玉川台1丁目交差点)
13133055k 東京 一般国道（指定区間外）411号 青梅市上町516番（青梅坂下交差点）
13134056k 東京 主要地方道（都道） 世田谷町田線 狛江市東和泉2丁目（狛江駅南入口交差点）
13134057k 東京 主要地方道（都道） 世田谷町田線 町田市熊ヶ谷町254番（鶴川駅東口交差点）
13134058k 東京 主要地方道（都道） 新宿青梅線 西東京市芝久保町3丁目（田無庚申塚西交差点）
13134059k 東京 主要地方道（都道） 新宿青梅線 小平市小川町2丁目（小平市役所入口交差点）
13134060k 東京 主要地方道（都道） 新宿青梅線 小平市小川町2丁目（青梅街道駅前交差点）
13134061k 東京 主要地方道（都道） 新宿青梅線 青梅市新町8丁目（青梅新町交差点）
13134062k 東京 主要地方道（都道） 杉並あきる野線 立川市若葉町1丁目（砂川九番交差点）
13134063k 東京 主要地方道（都道） 川崎府中線 稲城市東長沼858番（東長沼陸橋交差点）
13134064k 東京 主要地方道（都道） 川崎府中線 稲城市東長沼1215番（稲城電話局前交差点）
13134065k 東京 主要地方道（都道） 川崎府中線 稲城市大丸927番（大丸交差点）
13134066k 東京 主要地方道（都道） 府中清瀬線 小金井市前原町5丁目（前原5丁目第二交差点）
13134067k 東京 主要地方道（都道） 府中清瀬線 小金井市前原町3丁目（前原坂上交差点）
13134068k 東京 主要地方道（都道） 府中相模原線 八王子市東中野1280番（中央大学南交差点）
13134069k 東京 主要地方道（都道） 八王子五日市線 八王子市楢原町600番（楢原町交差点）
13134070k 東京 主要地方道（都道） 八王子町田線 八王子市狭間町1468番（紅葉台東交差点）
13134071k 東京 主要地方道（都道） 八王子町田線 八王子市館町641番(館町交差点）
13134072k 東京 主要地方道（都道） 八王子町田線 町田市小山町1149番（小山交差点）
13134073k 東京 主要地方道（都道） 八王子町田線 町田市中町1丁目（町田市役所交差点）
13134074k 東京 主要地方道（都道） 八王子町田線 町田市原町田5丁目9-21
13134075k 東京 主要地方道（都道） 八王子町田線 町田市原町田4丁目20-17
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13134076k 東京 主要地方道（都道） 八王子町田線 町田市原町田4丁目（版画美術館入口交差点）
13136077k 東京 一般都道 ひばりケ丘停車場線 西東京市田無町1丁目（北原町1丁目交差点）
13136078k 東京 一般都道 小山乞田線 八王子市堀之内3丁目（新道橋南交差点）
13136079k 東京 一般都道 上館日野線 八王子市椚田町237番（山王坂交差点）
13136080k 東京 一般都道 福生青梅線 羽村市神明台2丁目（神明台4丁目交差点）
13136081k 東京 一般都道 福生青梅線 羽村市五ノ神3丁目（羽村四面道交差点）
13136082k 東京 一般都道 上野原八王子線 八王子市横川町544番（横川郵便局交差点）
13743083k 東京 一般国道（指定区間外）122号 北区王子3丁目(王子消防署前交差点）
13743084k 東京 一般国道（指定区間外）122号 北区王子2丁目(王子3丁目交差点）
13743085k 東京 一般国道（指定区間外）122号 北区王子1丁目（王子2丁目交差点）
13744086k 東京 主要地方道（都道） 東京丸子横浜線 大田区東雪谷1丁目（大岡山駅入口交差点）
13744087k 東京 主要地方道（都道） 世田谷町田線 世田谷区世田谷1丁目（世田谷二交差点）
13744088k 東京 主要地方道（都道） 東京所沢線 杉並区荻窪3丁目（天沼陸橋交差点）
13744089k 東京 主要地方道（都道） 大田調布線 大田区東矢口3丁目（矢口東小前交差点）
13744090k 東京 主要地方道（都道） 大田調布線 大田区多摩川1丁目（多摩川1丁目交差点）
13744091k 東京 主要地方道（都道） 大田調布線 世田谷区喜多見5丁目　11-15
13744092k 東京 主要地方道（都道） 飯田橋石神井新座線 杉並区井草2丁目（八成小前交差点）
13744093k 東京 主要地方道（都道） 東京市川線 中央区日本橋浜町2丁目（浜町中の橋交差点）
13744094k 東京 主要地方道（都道） 市川四ツ木線 江戸川区西小岩5丁目（柴又新道口交差点）
13744095k 東京 主要地方道（都道） 白山祝田田町線 千代田区一ツ橋2丁目（一ツ橋交差点）
13744096k 東京 主要地方道（都道） 白山祝田田町線 千代田区日比谷公園1番（西幸門前交差点）
13744097k 東京 主要地方道（都道） 新宿両国線 新宿区新宿5丁目（新宿1丁目北交差点）
13744098k 東京 主要地方道（都道） 新宿両国線 新宿区新宿5丁目3-1
13744099k 東京 主要地方道（都道） 新宿両国線 新宿区新宿5丁目（四谷電話局前交差点）
13744100k 東京 主要地方道（都道） 新宿両国線 新宿区富久町（富久町交差点）
13744101k 東京 主要地方道（都道） 日比谷豊洲埠頭東雲町線 千代田区有楽町2丁目（有楽町駅中央口東交差点）
13744102k 東京 主要地方道（都道） 日比谷豊洲埠頭東雲町線 江東区豊洲4丁目（深川五中前交差点）
13744103k 東京 主要地方道（都道） 芝新宿王子線 渋谷区恵比寿1丁目（恵比寿1丁目第二交差点）
13744104k 東京 主要地方道（都道） 芝新宿王子線 渋谷区恵比寿1丁目（恵比寿1丁目交差点）
13744105k 東京 主要地方道（都道） 芝新宿王子線 渋谷区恵比寿1丁目（渋谷橋交差点）
13744106k 東京 主要地方道（都道） 王子千住南砂町線 台東区清川2丁目（泪橋交差点）
13744107k 東京 主要地方道（都道） 王子千住南砂町線 江東区北砂3丁目（小名木川駅前交差点）
13744108k 東京 主要地方道（都道） 王子金町江戸川線 北区王子1丁目（王子1丁目東交差点）
13744109k 東京 主要地方道（都道） 王子金町江戸川線 足立区江北2丁目（江北橋交差点）
13744110k 東京 主要地方道（都道） 王子金町江戸川線 足立区大谷田3丁目（大谷田橋交差点）
13744111k 東京 主要地方道（都道） 王子金町江戸川線 足立区谷中4丁目（上谷中町交差点）
13744112k 東京 主要地方道（都道） 千住小松川葛西沖線 葛飾区堀切4丁目（堀切5丁目交差点）
13744113k 東京 主要地方道（都道） 千住小松川葛西沖線 葛飾区堀切3丁目（妙源寺前交差点）
13744114k 東京 主要地方道（都道） 環状八号線 大田区蒲田本町2丁目（蒲田郵便局前交差点）
13744115k 東京 主要地方道（都道） 環状八号線 杉並区桃井1丁目（清水1丁目交差点）
13744116k 東京 主要地方道（都道） 上野尾竹橋線 荒川区東日暮里5丁目（日暮里中央通交差点）
13744117k 東京 主要地方道（都道） 御徒町小岩線 墨田区太平3丁目（太平4丁目交差点）
13744118k 東京 主要地方道（都道） 環状六号線 渋谷区猿楽町30番（代官山交番前交差点）
13744119k 東京 主要地方道（都道） 環状六号線 渋谷区南平台町17-12
13744120k 東京 主要地方道（都道） 環状七号線 杉並区高円寺南2丁目（大久保通り入口交差点）
13746121k 東京 一般都道 錦町有楽町線 千代田区大手町1丁目（鎌倉橋交差点）
13746122k 東京 一般都道 赤坂杉並線 渋谷区大山町1番（大山町東交差点）
13746123k 東京 一般都道 古川橋二子玉川線 渋谷区恵比寿南3丁目（鎗ヶ崎東交差点）
13746124k 東京 一般都道 古川橋二子玉川線 世田谷区深沢4丁目（深沢不動交差点）
13746125k 東京 一般都道 北品川四谷線 渋谷区恵比寿3丁目（白金6丁目交差点）
13746126k 東京 一般都道 北品川四谷線 渋谷区広尾5丁目（広尾橋交差点）
13746127k 東京 一般都道 鮫洲大山線 世田谷区池尻4丁目（代沢3丁目交差点）
13746128k 東京 一般都道 鮫洲大山線 渋谷区笹塚3丁目（笹塚3丁目交差点）
13746129k 東京 一般都道 鮫洲大山線 中野区中野4丁目（中野区役所前交差点）
13746130k 東京 一般都道 東品川下丸子線 品川区大井4丁目（大井5丁目交差点）
13746131k 東京 一般都道 角筈和泉町線 渋谷区幡ヶ谷2丁目（幡ヶ谷2丁目交差点）
13746132k 東京 一般都道 秋葉原雑司ヶ谷線 千代田区外神田3丁目（外神田5丁目交差点）
13746133k 東京 一般都道 神田白山線 文京区向丘1丁目（向丘2丁目交差点）
13746134k 東京 一般都道 吾妻橋伊興町線 足立区栗原4丁目（栗原4丁目交差点）
13746135k 東京 一般都道 吾妻橋伊興町線 足立区伊興本町2丁目（東伊興町交差点）
13746136k 東京 一般都道 上野月島線 台東区東上野6丁目（松が谷1丁目交差点）
13746137k 東京 一般都道 南砂町吾嬬町線 江東区亀戸6丁目（亀戸7丁目第二交差点）
14533001t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市神奈川区三ツ沢中町５－１８～横浜市神奈川区三ツ沢中町５－１４
14533002t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市神奈川区三ツ沢西町２８－４～横浜市神奈川区三ツ沢西町８１－１
14533003t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市戸塚区影取町１３５－１～横浜市戸塚区影取町１７５９－５
14533004t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 茅ヶ崎市元町１１－２０～茅ヶ崎市元町７－３６
14533005t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 茅ヶ崎市十間坂２丁目４９０２－１～茅ヶ崎市十間坂２丁目４８９５
14533006t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 茅ヶ崎市今宿１６６７－１～茅ヶ崎市今宿４８０－１
14533007t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 大磯町東小磯１６４－１～大磯町東小磯１５６－１
14533008t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 大磯町国府本郷５１４－９～大磯町国府本郷５１３－１１
14533009t 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市神奈川区桐畑２－１～横浜市神奈川区桐畑２－３
14533010t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区天王町１丁目１２－１～横浜市保土ヶ谷区天王町１丁目１２－９
14533011t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区天王町１丁目３０－１～横浜市保土ヶ谷区天王町１丁目３０－１４
14533012t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目３－５～横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目３－５
14533013t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目２－１～横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目２－１
14533014t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目２－１１～横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目１５－１
14533015t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区和田町１丁目３０１－２～横浜市保土ヶ谷区和田町１丁目７－２４
14533016t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区西谷町９４１－１～横浜市保土ヶ谷区西谷町９５７－１
14533017t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区西谷町１０５５－４～横浜市保土ヶ谷区西谷町１１８９－３
14533018t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市旭区川島町１－１０～横浜市旭区川島町３－３
14533019t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市緑区長津田町５３０２－１～横浜市緑区長津田町５３１９－１
14533020t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横須賀市三春町４丁目６－１～横須賀市三春町３丁目１１－１２
14533021t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横須賀市三春町２丁目１８～横須賀市三春町２丁目１２－１
14533022t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横須賀市船越町５丁目１－９～横須賀市船越町５丁目６
14533023t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区六浦１丁目４０２２－５～横浜市金沢区六浦１丁目４０２２－２６
14533024t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区六浦１丁目２１－１７～横浜市金沢区六浦１丁目２１－１３
14533025t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区瀬戸４４４５－１～横浜市金沢区瀬戸４４６０－１
14533026t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区片吹１５１－１１～横浜市金沢区片吹２８－７
14533027t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区片吹２２－１～横浜市金沢区片吹１１８
14533028t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区富岡東６丁目３－１５～横浜市金沢区富岡東６丁目４－１６
14533029t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区富岡東５丁目２－９～横浜市金沢区富岡東５丁目２－１
14533030t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市磯子区杉田４丁目８－５～横浜市磯子区杉田４丁目８－２
14533031t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市磯子区杉田１丁目１９－１６～横浜市磯子区杉田１丁目９－６
14533032t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市磯子区中原２丁目７－６～横浜市磯子区中原２丁目８－６
14533033t 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市磯子区森３丁目９－１５～横浜市磯子区森３丁目９－１０
14533034t 神奈川 一般国道（指定区間）20号 相模湖町 与瀬679～相模湖町 与瀬2127
14533035t 神奈川 一般国道（指定区間）20号 藤野町 小渕1485～藤野町 小渕1027-3
14533036t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 川崎市高津区溝ノ口８４１－１～川崎市高津区溝ノ口８２６
14533037t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 川崎市高津区下作延９４～川崎市高津区下作延１７５
14533038t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 厚木市栄町１丁目１２６７－１～厚木市栄町１丁目１２６８－４
14533039t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 伊勢原市板戸４５７－１～伊勢原市板戸５０９－１
14533040t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 伊勢原市白根５９７－１～伊勢原市白根５９５－３
14533041t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 伊勢原市白根５７３－１～伊勢原市白根５５２－２
14533042t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 伊勢原市神戸５５２－５～伊勢原市神戸５８２－２
14533043t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 伊勢原市串橋２８７～伊勢原市串橋３０３
14533044t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 伊勢原市串橋３４９～伊勢原市串橋３５１
14533045t 神奈川 一般国道（指定区間）246号 松田町松田惣領字上茶屋上2650-6～松田町松田惣領字上茶屋上666
14533046t 神奈川 一般国道（指定区間）409号 川崎市川崎区旭町１丁目１－６～川崎市川崎区旭町１丁目９－７
14143047t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町湯本698～湯本690
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14143048t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町湯本656～塔之沢84
14143049t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町塔之沢84～大平台・出山バス停より起点側100ｍ
14143050t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町大平台・常盤橋より起点側100ｍ～大平台・町道 温２号入口
14143051t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町大平台・町道 温２号入口～大平台362
14143052t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町大平台362～大平台635
14143053t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町宮ノ下359～宮ノ下265
14143054t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町宮ノ下265～宮ノ下467
14143055t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町元箱根6～箱根1・箱根出張所前
14143056t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町箱根1・箱根出張所前～箱根22
14143057t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 横須賀市長沢１丁目5-57～長沢１丁目6-11
14143058t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 横須賀市長坂３丁目9-23～長坂４丁目1-8
14143059t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 葉山町一色1384～堀内1735-52
14143060t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 葉山町堀内1735-51～堀内1808
14143061t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 葉山町堀内1810～堀内1826
14143062t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 葉山町堀内1845～堀内745
14143063t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 葉山町堀内741-6～堀内714
14143064t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 葉山町堀内625～長柄1
14143065t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 葉山町長柄21-1～長柄409
14143066t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 藤沢市片瀬海岸１丁目11-15～１丁目12-15
14143067t 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 鎌倉市長谷２丁目20-10（稲瀬川）～鎌倉市長谷２丁目20-10
14143068t 神奈川 一般国道（指定区間外）135号（真鶴道路2期） 小田原市米神・片浦橋より終点側５０ｍ～米神481
14143069t 神奈川 一般国道（指定区間外）135号（真鶴道路2期） 小田原市米神481～米神・米神地下道バス停より終点側70ｍ
14143070t 神奈川 一般国道（指定区間外）135号（真鶴道路2期） 小田原市米神・米神地下道バス停より終点側70ｍ～米神52
14143071t 神奈川 一般国道（指定区間外）138号 箱根町木賀1014～宮ノ下223
14143072t 神奈川 一般国道（指定区間外）255号 小田原市扇町５丁目15-27～扇町５丁目15（飯泉入口交差点）
14143073t 神奈川 一般国道（指定区間外）271号 厚木市酒井3023～酒井3017　
14143074t 神奈川 一般国道（指定区間外）412号 厚木市及川653～及川635　
14143075t 神奈川 一般国道（指定区間外）412号 津久井町三ヶ木337～三ヶ木1562-1（道志橋手前まで）
14143076t 神奈川 一般国道（指定区間外）412号 相模湖町寸沢嵐408-1～寸沢嵐848
14143077t 神奈川 一般国道（指定区間外）412号 相模湖町寸沢嵐 3261-2～若柳1591
14143078t 神奈川 一般国道（指定区間外）412号 相模湖町若柳6～与瀬340
14143079t 神奈川 一般国道（指定区間外）412号 相模湖町与瀬340～与瀬本町38
14143080t 神奈川 一般国道（指定区間外）413号 津久井町青野原955～青野原1222
14143081t 神奈川 一般国道（指定区間外）413号 津久井町青野原1222～青野原2306
14143082t 神奈川 一般国道（指定区間外）413号 津久井町青根・観音沢橋より終点側900m～青根608
14143083t 神奈川 一般国道（指定区間外）413号 津久井町青根・平山トンネル～青根1144
14143084t 神奈川 一般国道（指定区間外）413号 津久井町青根1091～青根1439
14143085t 神奈川 一般国道（指定区間外）413号 津久井町青根2943～青根2863（音久和歩道橋～両国橋）
14143086t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市大和南1丁目10-3～大和南１丁目12-11
14143087t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市大和南2丁目10-4～大和南２丁目10-14
14143088t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市大和南2丁目13-3～大和南２丁目13-10
14143089t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市深見3886～深見3885
14143090t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市上和田107～上和田741
14143091t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市上和田1786～上和田1794
14143092t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市渋谷１丁目6-7～渋谷１丁目6-5
14143093t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市上和田3487～下和田1214
14143094t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 大和市下和田764～下和田735
14143095t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市藤沢３丁目6-37～藤沢３丁目5-28
14143096t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市藤沢３丁目4-32～藤沢３丁目4-33
14143097t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市藤沢218～藤沢38
14143098t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市藤沢92～藤沢92
14143099t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市藤沢93～藤沢101
14143100t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市朝日町1-1～朝日町7-9
14143101t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市南藤沢19-10～南藤沢19-10
14143102t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市鵠沼石上１丁目5-4～鵠沼石上１丁目5-10
14143103t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市鵠沼石上１丁目5-10～鵠沼石上１丁目10-48
14143104t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市鵠沼藤ヶ谷１丁目2-17～鵠沼藤ヶ谷１丁目2-18
14143105t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市鵠沼藤ヶ谷１丁目3-8～鵠沼藤ヶ谷１丁目3-15
14143106t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市鵠沼藤ヶ谷１丁目8-9～鵠沼藤ヶ谷１丁目7-8
14143107t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市鵠沼藤ヶ谷2丁目4-7～鵠沼藤ヶ谷２丁目5-10
14143108t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市鵠沼藤ヶ谷2丁目12-7～片瀬５丁目2-8　
14143109t 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市片瀬海岸１丁目3-1～片瀬海岸１丁目3-4
14144110t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 鎌倉市大船4丁目17-18～大船４丁目17-21
14144111t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 鎌倉市雪ノ下２丁目3-22～雪ノ下１丁目8-32　
14144112t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 鎌倉市雪ノ下２丁目1-34～小町１丁目7-13　
14144113t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 鎌倉市小町１丁目3-2～小町１丁目3-8
14144114t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 鎌倉市御成町4-40～由比ヶ浜２丁目2-40　
14144115t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜伊勢原線 海老名市門沢橋139～門沢橋795　
14144116t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀逗子線 逗子市沼間６丁目974～沼間６丁目13-22
14144117t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀逗子線 逗子市桜山５丁目3-15～桜山５丁目3-6
14144118t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市上町１丁目54～上町２丁目9
14144119t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市上町３丁目33～上町３丁目35
14144120t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市小矢部１丁目1-3～小矢部１丁目1-4　
14144121t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市小矢部１丁目2-20～小矢部１丁目2-16
14144122t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市小矢部１丁目2-16～小矢部１丁目23-1　
14144123t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市小矢部１丁目24-6～小矢部１丁目25-5　
14144124t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市衣笠町365～衣笠町8　
14144125t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市武１丁目20-5～武１丁目20-13　
14144126t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市武３丁目5-32～武３丁目7-4　
14144127t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 横須賀市林１丁目23-16～林１丁目28
14144128t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀三崎線 三浦市栄町4-12～栄町2-2　
14144129t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀葉山線 横須賀市ハイランド２丁目14-～ハイランド２丁目15-9
14144130t 神奈川 主要地方道（県道） 横須賀葉山線 横須賀市佐原３丁目12-20～佐原３丁目6-22
14144131t 神奈川 主要地方道（県道） 戸塚茅ヶ崎線 藤沢市西富678～西富530
14144132t 神奈川 主要地方道（県道） 戸塚茅ヶ崎線 藤沢市辻堂大平台２丁目13-26～辻堂大平台２丁目1-7　
14144133t 神奈川 主要地方道（県道） 戸塚茅ヶ崎線 藤沢市辻堂元町４丁目17-16～辻堂元町４丁目9-31
14144134t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 大和市深見3300～深見3646
14144135t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 大和市中央５丁目1-24～中央５丁目2-26　
14144136t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 大和市中央５丁目2-26～中央５丁目2-23　
14144137t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 海老名市東柏ヶ谷２丁目30-1～東柏ヶ谷２丁目30-11　
14144138t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 海老名市東柏ヶ谷５丁目1-3～綾瀬市深谷6170　
14144139t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 海老名市国分南２丁目10-30～東柏ヶ谷２丁目30-11　
14144140t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 海老名市国分南１丁目27～国分南１丁目23-26　
14144141t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 海老名市河原口713～河原口1109-5　
14144142t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 海老名市河原口452～河原口2345　
14144143t 神奈川 主要地方道（県道） 藤沢座間厚木線 藤沢市長後2012～綾瀬市上土棚北５丁目8-519　
14144144t 神奈川 主要地方道（県道） 伊勢原藤沢線 寒川町田端1590～田端1694　
14144145t 神奈川 主要地方道（県道） 伊勢原藤沢線 寒川町一之宮１丁目24-27～一之宮１丁目22-15　
14144146t 神奈川 主要地方道（県道） 丸子中山茅ヶ崎線 寒川町一之宮１丁目8-13～一之宮１丁目17-39　
14144147t 神奈川 主要地方道（県道） 藤沢平塚線 藤沢市大庭5304-1～大庭5304-1　
14144148t 神奈川 主要地方道（県道） 藤沢平塚線 茅ヶ崎市芹沢888～芹沢954　
14144149t 神奈川 主要地方道（県道） 町田厚木線 相模原市上鶴間2413～上鶴間2711　
14144150t 神奈川 主要地方道（県道） 町田厚木線 相模原市旭町9-16～旭町9-11　
14144151t 神奈川 主要地方道（県道） 町田厚木線 相模原市旭町10-14～旭町10-13　
14144152t 神奈川 主要地方道（県道） 町田厚木線 相模原市南台４丁目11-1～南台４丁目11-2　
14144153t 神奈川 主要地方道（県道） 町田厚木線 相模原市南台４丁目11-2～南台４丁目11（鶴ヶ丘歩道橋）　
14144154t 神奈川 主要地方道（県道） 町田厚木線 相模原市南台４丁目16-4～南台３丁目16-22　
14144155t 神奈川 主要地方道（県道） 町田厚木線 相模原市南台５丁目10-8～南台５丁目11-2　
14144156t 神奈川 主要地方道（県道） 目黒町町田線 大和市下鶴間526～下鶴間521　
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14144157t 神奈川 主要地方道（県道） 平塚秦野線 秦野市尾尻575～尾尻580　
14144158t 神奈川 主要地方道（県道） 平塚秦野線 秦野市尾尻573-3～尾尻580-1　
14144159t 神奈川 主要地方道（県道） 平塚秦野線 秦野市平沢1360-14～秦野市平沢1255　
14144160t 神奈川 主要地方道（県道） 相模原大磯線 相模原市橋本台１丁目29-3～橋本台１丁目28-13
14144161t 神奈川 主要地方道（県道） 相模原大磯線 厚木市下荻野1092～下荻野3017　
14144162t 神奈川 主要地方道（県道） 相模原大磯線 伊勢原市上粕屋2-2～田中1157　
14144163t 神奈川 主要地方道（県道） 秦野清川線 清川村宮ヶ瀬（大門橋～吹風トンネル）　
14144164t 神奈川 主要地方道（県道） 松田国府津線 松田町松田庶子880～松田庶子611　
14144165t 神奈川 主要地方道（県道） 湯河原箱根仙石原線 湯河原町宮上469～宮上637　
14144166t 神奈川 主要地方道（県道） 湯河原箱根仙石原線 湯河原町宮上659～宮上・オレンジライン交差点　
14144167t 神奈川 主要地方道（県道） 湯河原箱根仙石原線 湯河原町宮上774～宮上・不動沢より終点側300ｍ　
14144168t 神奈川 主要地方道（県道） 湯河原箱根仙石原線 湯河原町宮上・不動沢より終点側300ｍ～宮上・かなまじり沢より終点側150ｍ　
14144169t 神奈川 主要地方道（県道） 御殿場大井線 開成町宮台225～宮台242　
14146170t 神奈川 一般県道 金沢鎌倉線 鎌倉市十二所316～十二所335-2　
14146171t 神奈川 一般県道 森戸海岸線 葉山町一色2258～一色2400-6　
14146172t 神奈川 一般県道 観音崎環状線 横須賀市東浦賀町１丁目・稲荷神社前～東浦賀町１丁目3　
14146173t 神奈川 一般県道 上宮田金田三崎港線 三浦市南下浦町菊名24～南下浦町金田206　
14146174t 神奈川 一般県道 大船停車場線 鎌倉市大船１丁目9-4～大船１丁目12-16　
14146175t 神奈川 一般県道 小袋谷藤沢線 藤沢市渡内２丁目16～渡内２丁目15　
14146176t 神奈川 一般県道 小袋谷藤沢線 藤沢市藤が丘３丁目24～藤が丘３丁目25　
14146177t 神奈川 一般県道 小袋谷藤沢線 藤沢市大鋸3丁目4-31～大鋸３丁目3-29　
14146178t 神奈川 一般県道 腰越大船線 鎌倉市手広1551～手広1670　
14146179t 神奈川 一般県道 腰越大船線 鎌倉市手広1670～手広1721　
14146180t 神奈川 一般県道 腰越大船線 鎌倉市笛田１丁目3-22～笛田１丁目4-166　
14146181t 神奈川 一般県道 腰越大船線 鎌倉市笛田１丁目5-167～梶原200　
14146182t 神奈川 一般県道 腰越大船線 鎌倉市梶原200～寺分214　
14146183t 神奈川 一般県道 鎌倉葉山線 逗子市逗子７丁目6-26～逗子７丁目11-1　
14146184t 神奈川 一般県道 407号 海老名市国分北２丁目5-13～国分北２丁目5-5　
14146185t 神奈川 一般県道 厚木城山線 相模原市当麻582-6～田名10390　
14146186t 神奈川 一般県道 601号 厚木市金田1000～金田1016　
14146187t 神奈川 一般県道 609号 平塚市万田209～万田207　
14146188t 神奈川 一般県道 怒田開成小田原線 開成町吉田島3722～小田原市曽比1282　
14146189t 神奈川 一般県道 怒田開成小田原線 小田原市曽比2705～曽比1846　
14146190t 神奈川 一般県道 怒田開成小田原線 小田原市扇町５丁目25-4～扇町５丁目11-10　
14146191t 神奈川 一般県道 湯本元箱根線 箱根町畑宿・箱根七曲橋より起点側60ｍ～畑宿・見晴し茶屋より終点側150ｍ　
14753192t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 横浜市保土ヶ谷区岩井町50～44
14753193t 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1丁目７７～保土ヶ谷町１丁目８８
14754194t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜上麻生線 横浜市神奈川区六角橋２丁目19～六角橋２丁目22
14754195t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜生田線 横浜市西区北軽井沢30～北軽井沢36
14754196t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 横浜市港南区港南中央通23～港南中央通29
14754197t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 横浜市栄区鍛冶ヶ谷1丁目26～鍛冶ヶ谷１丁目41
14754198t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 横浜市栄区公田町163８-50～公田町1638-51
14754199t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 横浜市栄区公田町242～公田町250
14754200t 神奈川 主要地方道（県道） 原宿六浦線 横浜市栄区笠間３丁目20-25～笠間３丁目20-26
14754201t 神奈川 主要地方道（県道） 原宿六浦線 横浜市栄区笠間３丁目517～笠間３丁目655
14754202t 神奈川 主要地方道（県道） 戸塚茅ヶ崎線 横浜市戸塚区東俣野町1～東俣野町5
14754203t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 横浜市旭区二俣川1丁目2～二俣川１丁目3
14754204t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 横浜市旭区二俣川1丁目3～二俣川一丁目4
14754205t 神奈川 主要地方道（県道） 丸子中山茅ヶ崎線 横浜市旭区下川井町407～下川井町416
14754206t 神奈川 主要地方道（県道） 丸子中山茅ヶ崎線 横浜市旭区矢指町2000～矢指町2068
14755207t 神奈川 主要地方道（市道） 保土ヶ谷宮元線 横浜市保土ヶ谷区岩井町80～86
14755208t 神奈川 主要地方道（市道） 保土ヶ谷宮元線 横浜市南区井土ヶ谷中町158～井土ヶ谷中町153
14756209t 神奈川 一般県道 大船停車場矢部線 横浜市栄区笠間3丁目1-1～笠間３丁目1-9
14756210t 神奈川 一般県道 大船停車場矢部線 横浜市戸塚区上倉田町480～上倉田町481
14756211t 神奈川 一般県道 弥生台桜木町線 横浜市南区六ツ川1丁目264～六ツ川１丁目283
14756212t 神奈川 一般県道 弥生台桜木町線 横浜市南区永田南1丁目7～永田南１丁目22
14756213t 神奈川 一般県道 弥生台桜木町線 横浜市南区南太田1丁目2～南太田１丁目13
14756214t 神奈川 一般県道 阿久和鎌倉線 横浜市戸塚区原宿４丁目202～原宿４丁目207
14764215t 神奈川 主要地方道（県道） 世田ケ谷町田線 川崎市麻生区片平1丁目4～片平1丁目7
14764216t 神奈川 主要地方道（県道） 世田ケ谷町田線 川崎市麻生区片平2丁目28～片平2丁目29
14764217t 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区東生田1丁目18～宿河原2丁目48
14764218t 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区東生田1丁目17～東生田1丁目18
14764219t 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区生田2丁目14～生田2丁目15
14764220t 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区生田3丁目3～生田1丁目9
14764221t 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区菅馬場2丁目4～生田1丁目5
14764222t 神奈川 主要地方道（県道） 横浜生田線 川崎市宮前区犬蔵3丁目9～水沢１丁目3
14764223t 神奈川 主要地方道（県道） 鶴見溝ノ口線 川崎市幸区小倉1634～小倉1645
14764224t 神奈川 主要地方道（県道） 鶴見溝ノ口線 川崎市幸区南加瀬3丁目30～南加瀬3丁目32
14765225t 神奈川 主要地方道（市道） 幸多摩線 川崎市高津区宇奈根684～宇奈根781
14765226t 神奈川 主要地方道（市道） 野川菅生線 川崎市宮前区犬蔵2丁目17～犬蔵2丁目18
14533227k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 川崎市幸区小向仲野町（御幸公園交差点）
14533228k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 川崎市幸区遠藤町（遠藤町交差点）
14533229k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 川崎市幸区柳町（尻手交差点）
14533230k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市鶴見区尻手２丁目（尻手２丁目交差点）
14533231k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市鶴見区下末吉１丁目（旭台交差点）
14533232k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市神奈川区新子安１丁目（新子安２丁目交差点）
14533233k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市神奈川区七島町（七島町交差点）
14533234k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市神奈川区西神奈川１丁目（西神奈川交差点）
14533235k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市神奈川区泉町（泉町交差点）
14533236k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 藤沢市藤沢５丁目（清掃事務所入口交差点）
14533237k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 茅ヶ崎市元町（一里塚交差点）
14533238k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 茅ヶ崎市十間坂１丁目（十間坂交差点）
14533239k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 平塚市馬入本町（榎木町交差点）
14533240k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 平塚市明石町（崇善小学校前交差点）
14533241k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 大磯町高麗３丁目（相模貨物駅前交差点）
14533242k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 大磯町高麗３丁目（花水橋東交差点）
14533243k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 二宮町二宮（二宮交差点）
14533244k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 二宮町川匂（塔台橋交差点）
14533245k 神奈川 一般国道（指定区間）1号 横浜市西区中央１丁目（西区役所入口交差点）
14533246k 神奈川 一般国道（指定区間）15号 川崎市川崎区榎町（宮本町交差点）
14533247k 神奈川 一般国道（指定区間）15号 川崎市川崎区元木１丁目（元木町交差点）
14533248k 神奈川 一般国道（指定区間）15号 横浜市鶴見区鶴見中央４丁目（鶴見駅入口交差点）
14533249k 神奈川 一般国道（指定区間）15号 横浜市神奈川区子安通１丁目（入江橋交差点）
14533250k 神奈川 一般国道（指定区間）15号 横浜市神奈川区東神奈川２丁目（神奈川２丁目交差点）
14533251k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目（峯小学校入口交差点）
14533252k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目（保土ヶ谷警察署前交差点）
14533253k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区川辺町１丁目（保土ヶ谷公園入口交差点）
14533254k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区和田町１丁目３１９
14533255k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市保土ヶ谷区西谷町（興和台入口交差点）
14533256k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市旭区都岡町（都岡町交差点）
14533257k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市上鶴間１丁目１（中和田交差点）
14533258k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市相模大野７丁目３７（東林間入口交差点）
14533259k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市若松２丁目２４（若松2丁目交差点）
14533260k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市若松１丁目１（鵜野森交差点）
14533261k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市大野台６丁目５（大野台6丁目交差点）
14533262k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市高根１丁目１（淵野辺交差点）
14533263k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市清新３丁目１（相模原駅入口交差点）
14533264k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市清新５丁目１（清新交差点）
14533265k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市南橋本２丁目１８（大山交差点）
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14533266k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 相模原市西橋本１丁目２（橋本小学校入口交差点）
14533267k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横須賀市三春町４丁目７－１
14533268k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横須賀市三春町２丁目（三春町２丁目交差点）
14533269k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横須賀市本町１丁目（本町２丁目交差点）
14533270k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横須賀市追浜本町１丁目（雷神社前交差点）
14533271k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区六浦町（瀬ヶ崎小学校入口交差点）
14533272k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区六浦町（内川橋交差点）
14533273k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区泥亀１丁目（金沢警察署前交差点）
14533274k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市金沢区片吹（片吹交差点）
14533275k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市富岡東５丁目（富岡高校入口交差点）
14533276k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市富岡東５丁目（富岡町交差点）
14533277k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市磯子区杉田４丁目（聖天橋交差点）
14533278k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市磯子区滝頭３丁目（坂下橋交差点）
14533279k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市南区吉野町３丁目（吉野町２丁目交差点）
14533280k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市中区曙町４丁目（曙町３丁目南交差点）
14533281k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市中区長者町６丁目（長者町５丁目交差点）
14533282k 神奈川 一般国道（指定区間）16号 横浜市中区桜木町３丁目（紅葉坂交差点）
14533283k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 川崎市高津区下作延（身代わり不動交差点）
14533284k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 川崎市高津区末長（梶ヶ谷交差点）
14533285k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 横浜市青葉区市ヶ尾町（市ヶ尾駅前交差点）
14533286k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 横浜市緑区いぶき野（下長津田交差点）
14533287k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 横浜市緑区長津田町（宮の前交差点）
14533288k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 横浜市瀬谷区目黒町（瀬谷入口交差点）
14533289k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 大和市深見西６丁目（深見西交差点）
14533290k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 座間市ひばりが丘４丁目（ひばりが丘高校前交差点）
14533291k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 厚木市妻田（妻田伝田交差点）
14533292k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 厚木市松枝２丁目（県立病院前交差点）
14533293k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 厚木市栄町１丁目（厚木郵便局前交差点）
14533294k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 厚木市恩名（文化会館前交差点）
14533295k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 厚木市愛甲（坊中交差点）
14533296k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 伊勢原市板戸（板戸交差点）
14533297k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 伊勢原市神戸（工業団地入口交差点）
14533298k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 松田町松田惣領（新籠場交差点）
14533299k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 山北町川西（清水橋交差点）
14533300k 神奈川 一般国道（指定区間）246号 横浜市青葉区市ヶ尾町（市ヶ尾交差点）
14533301k 神奈川 一般国道（指定区間）357号 横浜市金沢区鳥浜町（鳥浜町交差点）
14143302k 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 箱根町小涌谷525
14143303k 神奈川 一般国道（指定区間外）129号 平塚市田村1428（田村十字路交差点）
14143304k 神奈川 一般国道（指定区間外）134号 葉山町堀内745（葉山トンネル北側交差点）
14143305k 神奈川 一般国道（指定区間外）412号 厚木市妻田西１丁目19-20（妻田市場交差点）
14143306k 神奈川 一般国道（指定区間外）412号 愛川町半原（半原小入口交差点）
14143307k 神奈川 一般国道（指定区間外）413号 津久井町青野原3570（青野原西野々交差点）
14143308k 神奈川 一般国道（指定区間外）413号 津久井町青野原・西野々交差点より終点側200ｍ
14143309k 神奈川 一般国道（指定区間外）467号 藤沢市鵠沼石上１丁目10（奥田公園前交差点）
14144310k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 鎌倉市山ノ内501（北鎌倉駅前交差点）
14144311k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 海老名市東柏ヶ谷２丁目28-20
14144312k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 海老名市中央１丁目4-31（海老名駅入口交差点）
14144313k 神奈川 主要地方道（県道） 藤沢座間厚木線 海老名市柏ヶ谷1148
14144314k 神奈川 主要地方道（県道） 藤沢座間厚木線 座間市座間１丁目1991
14144315k 神奈川 主要地方道（県道） 丸子中山茅ヶ崎線 寒川町岡田351（寒川駅入口交差点）
14144316k 神奈川 主要地方道（県道） 藤沢平塚線 藤沢市大庭5056-1（藤沢西部団地東側交差点）
14144317k 神奈川 主要地方道（県道） 平塚伊勢原線 平塚市錦町17
14144318k 神奈川 主要地方道（県道） 平塚秦野線 平塚市中里53（上平塚交差点）
14144319k 神奈川 主要地方道（県道） 平塚秦野線 秦野市河原町（河原町交差点）
14144320k 神奈川 主要地方道（県道） 平塚秦野線 秦野市平沢1467（三脇町交差点）
14144321k 神奈川 主要地方道（県道） 厚木愛川津久井線 津久井町根小屋1307-7
14146322k 神奈川 一般県道 森戸海岸線 葉山町堀内891（堀内郵便局交差点）
14146323k 神奈川 一般県道 大船停車場線 鎌倉市大船１丁目4（大船駅東口交通広場前交差点）
14146324k 神奈川 一般県道 腰越大船線 鎌倉市笛田１丁目5-167
14146325k 神奈川 一般県道 菖蒲沢戸塚線 藤沢市湘南台３丁目20（円行新橋交差点）
14146326k 神奈川 一般県道 遠藤茅ヶ崎線 藤沢市遠藤2696
14146327k 神奈川 一般県道 遠藤茅ヶ崎線 茅ヶ崎市赤羽根73-1（赤羽根交差点）
14146328k 神奈川 一般県道 厚木城山線 相模原市田名10214-3（塩田原交差点）
14146329k 神奈川 一般県道 603号 厚木市寿町３丁目3（中央公園西側交差点）
14146330k 神奈川 一般県道 沼田国府津線 小田原市堀之内16（堀之内交差点）
14753331k 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 横浜市西区久保町９－１（西横浜駅前）
14753332k 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 横浜市戸塚区平戸町１６７（平戸）
14753333k 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 横浜市戸塚区柏尾町１７２（舞岡入口）
14753334k 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 横浜市戸塚区戸塚町４１４４（消防署前）
14753335k 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 横浜市戸塚区戸塚町３８５２（下郷入口）
14753336k 神奈川 一般国道（指定区間外）1号 横浜市戸塚区戸塚町３１２２（戸塚警察署下）
14754337k 神奈川 主要地方道（県道） 東京丸子横浜線 横浜市港北区綱島東２丁目３１（大和運輸入口）
14754338k 神奈川 主要地方道（県道） 東京丸子横浜線 横浜市港北区樽町２丁目２１（大綱橋）
14754339k 神奈川 主要地方道（県道） 東京丸子横浜線 横浜市港北区樽町２丁目１８（樽町）
14754340k 神奈川 主要地方道（県道） 東京丸子横浜線 横浜市港北区菊名２丁目２４（港北小学校入口）
14754341k 神奈川 主要地方道（県道） 東京大師横浜線 横浜市鶴見区弁天町２（弁天町）
14754342k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜上麻生線 横浜市神奈川区六角橋２丁目２０（交通安全センター入口）
14754343k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜上麻生線 横浜市都筑区佐江戸町２００４（石橋）
14754344k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜上麻生線 横浜市青葉区市ヶ尾町１８９８（大場町入口）
14754345k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜生田線 横浜市神奈川区菅田町２８７８（菅田入口）
14754346k 神奈川 主要地方道（県道） 鶴見溝ノ口線 横浜市鶴見区鶴見中央２丁目２－１（鶴見駅東口入口）
14754347k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 横浜市南区通町１丁目１３（通町1丁目）
14754348k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜鎌倉線 横浜市港南区上大岡西２丁目７（関ノ下）
14754349k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜伊勢原線 横浜市泉区中田東１丁目５（中田町東原）
14754350k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜伊勢原線 横浜市泉区上飯田町１１０９（上飯田団地入口）
14754351k 神奈川 主要地方道（県道） 原宿六浦線 横浜市栄区田谷町１２６９（田谷）
14754352k 神奈川 主要地方道（県道） 原宿六浦線 横浜市栄区田谷町９７０（小蓋山ﾊﾞｽ停前）
14754353k 神奈川 主要地方道（県道） 原宿六浦線 横浜市栄区上郷町７１０（神奈中車庫前）
14754354k 神奈川 主要地方道（県道） 原宿六浦線 横浜市金沢区大道１丁目９（大道小学校前）
14754355k 神奈川 主要地方道（県道） 原宿六浦線 横浜市金沢区六浦３丁目１（西六浦）
14754356k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜厚木線 横浜市瀬谷区二ッ橋町３１８（二ッ橋）
14754357k 神奈川 主要地方道（県道） 丸子中山茅ヶ崎線 横浜市旭区上白根町９０９（ひかりが丘交番前）
14755358k 神奈川 主要地方道（市道） 横浜駅根岸線 横浜市中区野毛町４丁目１６７（野毛坂）
14755359k 神奈川 主要地方道（市道） 横浜駅根岸線 横浜市中区日ノ出町１丁目２８（日ノ出町）
14755360k 神奈川 主要地方道（市道） 横浜駅根岸線 横浜市中区長者町８丁目１３４（長者町8丁目）
14755361k 神奈川 主要地方道（市道） 藤棚伊勢佐々木町線 横浜市中区初音町３丁目６３（初音町）
14755362k 神奈川 主要地方道（市道） 青木浅間線 横浜市神奈川区鶴屋町３丁目３３（鶴屋町3丁目）
14755363k 神奈川 主要地方道（市道） 青木浅間線 横浜市西区楠町１６（楠橋入口）
14755364k 神奈川 主要地方道（市道） 青木浅間線 横浜市西区浅間町３丁目１７３（霜下橋入口）
14755365k 神奈川 主要地方道（市道） 鶴見三ッ沢線 横浜市鶴見区寺谷１丁目２（おおさか）
14755366k 神奈川 主要地方道（市道） 鶴見三ッ沢線 横浜市神奈川区西寺尾１丁目２５（内路）
14756367k 神奈川 一般県道 大田神奈川線 横浜市鶴見区駒岡２丁目１（駒岡交番前）
14756368k 神奈川 一般県道 真光寺長津田線 横浜市青葉区奈良町１９６６（こどもの国西側）
14756369k 神奈川 一般県道 保土ヶ谷停車場線 横浜市保土ヶ谷区帷子町2丁目69
14756370k 神奈川 一般県道 大船停車場矢部線 横浜市栄区笠間１丁目４（笠間跨線橋入口）
14756371k 神奈川 一般県道 大船停車場矢部線 横浜市笠間３丁目１５（笠間）
14756372k 神奈川 一般県道 弥生台桜木町線 横浜市南区六ツ川１丁目４５０（別所小学校入口）
14756373k 神奈川 一般県道 弥生台桜木町線 横浜市南太田１丁目２３（首都高速花之木入口）
14756374k 神奈川 一般県道 瀬谷柏尾線 横浜市戸塚区上矢部町１５３（富士橋）
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14756375k 神奈川 一般県道 阿久和鎌倉線 横浜市泉区和泉町５９３３（和泉小学校入口）
14763376k 神奈川 一般国道（指定区間外）409号 川崎市幸区鹿島田38（平間駅入口）
14764377k 神奈川 主要地方道（県道） 世田ケ谷町田線 川崎市多摩区枡形3丁目1（多摩警察署前）
14764378k 神奈川 主要地方道（県道） 世田ケ谷町田線 川崎市多摩区西生田2丁目15（読売ランド駅入口）
14764379k 神奈川 主要地方道（県道） 世田ケ谷町田線 川崎市麻生区万福寺1丁目11（麻生警察署前）
14764380k 神奈川 主要地方道（県道） 東京大師横浜線 川崎市川崎区池上新町2丁目17（池上新町）
14764381k 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市川崎区駅前本町11（川崎駅前東）
14764382k 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区宿河原2丁目46（本村橋）
14764383k 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区東生田1丁目17
14764384k 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区東生田1丁目17（稲生橋）
14764385k 神奈川 主要地方道（県道） 川崎府中線 川崎市多摩区東生田1丁目10
14764386k 神奈川 主要地方道（県道） 横浜上麻生線 川崎市麻生区上麻生7丁目43（亀井橋前）
14764387k 神奈川 主要地方道（県道） 鶴見溝ノ口線 川崎市幸区小倉1634（こども文化センター入口）
14764388k 神奈川 主要地方道（県道） 鶴見溝ノ口線 川崎市幸区南加瀬2丁目8
14764389k 神奈川 主要地方道（県道） 鶴見溝ノ口線 川崎市高津区溝口2丁目17（溝口駅入口）
14765390k 神奈川 主要地方道（市道） 幸多摩線 川崎市幸区古市場1丁目1（古市場小学校）
15543001t 新潟 一般国道（指定区間）7号 新潟市一日市～新潟市一日市
15543002t 新潟 一般国道（指定区間）7号 新発田市新栄町２丁目４番２６号～新発田市新栄町２丁目１４番１８号
15543003t 新潟 一般国道（指定区間）7号 新発田市城北町３丁目８番７号～新発田市城北町３丁目４番４５０号
15543004t 新潟 一般国道（指定区間）7号 北蒲原郡加治川村大字下坂町～北蒲原郡中条町大字船戸
15543005t 新潟 一般国道（指定区間）7号 村上市大字仲間町４５４～村上市新町１５番２号
15543006t 新潟 一般国道（指定区間）8号 白根市大字下塩俵１８９０～白根市大通町１丁目８番２号
15543007t 新潟 一般国道（指定区間）8号 白根市大通南５丁目１００２－１～白根市大通南３丁目１２０
15543008t 新潟 一般国道（指定区間）8号 白根市大通南１丁目１－２～白根市大通南１丁目２－１６１
15543009t 新潟 一般国道（指定区間）8号 白根市大字四ツ興野～白根市大字七軒
15543010t 新潟 一般国道（指定区間）8号 西頸城郡青海町大字市振～西頸城郡青海町大字市振
15543011t 新潟 一般国道（指定区間）17号 南魚沼郡塩沢町大字石打９５４－１～南魚沼郡塩沢町大字石打１２５６－１８
15543012t 新潟 一般国道（指定区間）17号 南魚沼郡塩沢町大字石打１２５６－１８～南魚沼郡塩沢町大字石内１６１４
15153013t 新潟 一般国道（指定区間外）117号 十日町市大字中条己～下条１丁目
15153014t 新潟 一般国道（指定区間外）253号 十日町市大字八箇辛860～八箇辛1303-16
15153015t 新潟 一般国道（指定区間外）402号 岩室村大字間瀬字大谷157～間瀬字大谷2
15153016t 新潟 一般国道（指定区間外）402号 巻町角海字大谷～五ヶ浜字塔姿景
15154017t 新潟 主要地方道（県道） 新潟港横越線 新潟市竹尾4丁目461-1～竹尾4丁目463-1
15154018t 新潟 主要地方道（県道） 新潟亀田内野線 亀田町鵜ノ子1丁目～鵜ノ子5丁目
15154019t 新潟 主要地方道（県道） 新発田停車場線 新発田市大手町1丁目～西園町1丁目
15154020t 新潟 主要地方道（県道） 白根安田線 五泉市丸田戊301～丸田戊302
15154021t 新潟 主要地方道（県道） 白根安田線 五泉市泉町3139-6～泉町1393-3
15154022t 新潟 主要地方道（県道） 新潟黒埼インター笹口線 新潟市笹口2丁目6-1～笹口2丁目6-5
15156023t 新潟 一般県道 白山停車場女池線 新潟市白山浦2丁目～白山浦1丁目
15156024t 新潟 一般県道 島見新発田線 聖籠町蓮野5956-4～蓮野4180-31
15543025k 新潟 一般国道（指定区間）7号 新潟市万代４丁目（東港線十字路交差点）
15543026k 新潟 一般国道（指定区間）7号 新潟市紫竹山３丁目（紫竹山交差点）
15543027k 新潟 一般国道（指定区間）7号 新発田市城北町２丁目（城北町交差点）
15543028k 新潟 一般国道（指定区間）7号 新発田市緑町２丁目（緑町交差点）
15543029k 新潟 一般国道（指定区間）7号 北蒲原郡中条町大字中条（半山交差点）
15543030k 新潟 一般国道（指定区間）8号 白根市大通南５丁目(大通小学校前交差点）
15543031k 新潟 一般国道（指定区間）8号 三条市須頃２丁目（燕三条駅入口交差点）
15543032k 新潟 一般国道（指定区間）8号 見附市今町４丁目（今町４丁目交差点）
15543033k 新潟 一般国道（指定区間）8号 見附市上新田町（上新田南交差点）
15543034k 新潟 一般国道（指定区間）8号 中之島町大字灰島新田（灰島新田交差点）
15543035k 新潟 一般国道（指定区間）8号 中頸城郡大潟町大字九戸浜３４０－２７（雁子浜交差点）
15543036k 新潟 一般国道（指定区間）8号 上越市下源入（下源入交差点）
15543037k 新潟 一般国道（指定区間）8号 上越市国府新町（国府交差点）
15543038k 新潟 一般国道（指定区間）116号 西蒲原郡巻町巻一区甲４４３９－１（巻一区交差点）
15543039k 新潟 一般国道（指定区間）116号 新潟市小瀬（小瀬交差点）
15543040k 新潟 一般国道（指定区間）116号 学校町通２番町（学校町1交差点）
15153041k 新潟 一般国道（指定区間外）289号 廿六木三区（廿六木交差点）
15153042k 新潟 一般国道（指定区間外）403号 新津市古田
15154043k 新潟 主要地方道（県道） 新潟小須戸三条線 新潟市下所島2丁目（昭和橋東詰交差点）
15154044k 新潟 主要地方道（県道） 新潟小須戸三条線 新潟市上所3丁目（上所交差点）
15154045k 新潟 主要地方道（県道） 新潟寺泊線 新潟市内野町1036（内野四ツ角交差点）
15154046k 新潟 主要地方道（県道） 新潟新津線 亀田町東船場2丁目（亀田駅前交差点）
15154047k 新潟 主要地方道（県道） 新津村松線 新津市本町3丁目
15154048k 新潟 主要地方道（県道） 新潟亀田内野線 新潟市関新2丁目
15154049k 新潟 主要地方道（県道） 新潟亀田内野線 青山2丁目（青山道下交差点）
15154050k 新潟 主要地方道（県道） 新津停車場線 新津市本町2丁目
15154051k 新潟 主要地方道（県道） 新潟五泉間瀬線 岩室村和納四区（和納交差点）
15156052k 新潟 一般県道 板倉直江津線 天ノ原新田（三郷郵便局前交差点）
15159053k 新潟 市道 西大崎西本成寺線 三条市大字月岡301-1
15159054k 新潟 市道 上須頃五枚田3号線 三条市大字上須頃404
15159055k 新潟 市道 下須頃内沼線 三条市大字下須頃318
15159056k 新潟 市道 大島115号線 三条市大字下須頃174-2
16543001t 富山 一般国道（指定区間）41号 富山市荒川２丁目２１－４３～富山市荒川２丁目２１－１８３－５
16543002t 富山 一般国道（指定区間）41号 富山市荒川２丁目２２－１８５－９～富山市荒川２丁目２４－２８
16543003t 富山 一般国道（指定区間）156号 高岡市鐘紡町１－１６５５－３～高岡市泉町１－１６
16163004t 富山 一般国道（指定区間外）415号 氷見市大野467番地～氷見市大野1401番地
16164005t 富山 主要地方道（県道） 富山上市線 富山市向新庄六丁目215番地1～富山市向新庄六丁目484番地1
16164006t 富山 主要地方道（県道） 富山上市線 舟橋村舟橋653番地～舟橋村舟橋57番地5
16164007t 富山 主要地方道（県道） 富山八尾線 婦中町広田四区～八尾町大杉
16164008t 富山 主要地方道（県道） 富山高岡線 富山市茶屋町～富山市呉羽町
16164009t 富山 主要地方道（県道） 富山高岡線 富山市呉羽町625番地3～富山市呉羽町7191番地25
16164010t 富山 主要地方道（県道） 富山高岡線 富山市呉羽町7191番地25～富山市呉羽町7026番地4
16164011t 富山 主要地方道（県道） 高岡青井谷線 高岡市大野285番地～高岡市大野239番地
16543012k 富山 一般国道（指定区間）8号 滑川市柳原６８－１（柳原東交差点）
16543013k 富山 一般国道（指定区間）8号 富山市本郷西部１４－２（本郷西交差点）
16543014k 富山 一般国道（指定区間）156号 高岡市丸の内１（広小路交差点）
16543015k 富山 一般国道（指定区間）156号 高岡市京町１－１（京町交差点）
16543016k 富山 一般国道（指定区間）160号 氷見市朝日丘（朝日丘交差点）
16163017k 富山 一般国道（指定区間外）472号 小杉町上野388番地
16164018k 富山 主要地方道（県道） 富山上市線 富山市水橋常願寺（常願寺交差点）
16164019k 富山 主要地方道（県道） 富山八尾線 富山市鵯島935番地
16164020k 富山 主要地方道（県道） 富山八尾線 富山市鵯島906番地
16164021k 富山 主要地方道（県道） 富山八尾線 富山市有沢（有沢交差点）
16164022k 富山 主要地方道（県道） 富山戸出小矢部線 富山市東老田（東老田交差点）
16164023k 富山 主要地方道（県道） 富山戸出小矢部線 高岡市戸出大清水（大清水交差点）
16164024k 富山 主要地方道（県道） 砺波福光線 福野町高儀（高儀（北）交差点）
16164025k 富山 主要地方道（県道） 富山停車場線 富山市桜橋通り（中央郵便局前交差点）
16164026k 富山 主要地方道（県道） 新湊平岡線 富山市野町（野町交差点）
16164027k 富山 主要地方道（県道） 富山空港線 富山市秋ヶ島（富山空港前交差点）
16164028k 富山 主要地方道（県道） 富山環状線 富山市新屋（新屋（北）交差点）
16164029k 富山 主要地方道（県道） 高岡環状線 高岡市石塚（石塚交差点）
16164030k 富山 主要地方道（県道） 高岡小杉線 高岡市駅南２丁目（舘川町交差点）
16166031k 富山 一般県道 阿弥陀堂魚津停車場線 魚津市上村木２丁目（上村木東交差点）
16166032k 富山 一般県道 四方新中茶屋線 富山市北代（北代交差点）
16166033k 富山 一般県道 西中大滝線 福岡町本領96番地1
17543001t 石川 一般国道（指定区間）8号 加賀市熊坂町～加賀市熊坂町
17543002t 石川 一般国道（指定区間）159号 金沢市東山１丁目３－１０～金沢市東山１丁目３－７８
17176003t 石川 一般県道 八田金沢線 金沢市乙丸町～浅野本町
17543004k 石川 一般国道（指定区間）8号 金沢市千木１丁目９（千木交差点）
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17543005k 石川 一般国道（指定区間）8号 金沢市南新保町（南新保交差点）
17543006k 石川 一般国道（指定区間）8号 松任市乾町（乾町交差点）
17543007k 石川 一般国道（指定区間）8号 松任市徳丸町３７０（徳丸北交差点）
17543008k 石川 一般国道（指定区間）8号 松任市倉光９丁目（倉光東交差点）
17543009k 石川 一般国道（指定区間）157号 金沢市下堤町（むさし交差点）
17543010k 石川 一般国道（指定区間）157号 金沢市弥生２丁目（有松交差点）
17543011k 石川 一般国道（指定区間）157号 石川郡鶴来町安養寺町（安養寺北交差点）
17543012k 石川 一般国道（指定区間）157号 石川郡鶴来町大国町（天狗橋詰交差点）
17543013k 石川 一般国道（指定区間）159号 鹿島郡鹿島町大字徳前の之部（徳前交差点）
17543014k 石川 一般国道（指定区間）159号 鹿島郡鹿島町大字徳前か之部（ラピア鹿島交差点）
17543015k 石川 一般国道（指定区間）159号 金沢市鳴和１丁目（鳴和交差点）
17543016k 石川 一般国道（指定区間）159号 金沢市東山２丁目（東山交差点）
17174017k 石川 主要地方道（県道） 金沢湯涌福光線 金沢市兼六町（広坂交差点）
17174018k 石川 主要地方道（県道） 金沢美川小松線 金沢市増泉２丁目（増泉交差点）
17176019k 石川 一般県道 別所野町線 金沢市野田町（野田町交差点）
17176020k 石川 一般県道 金沢停車場南線 金沢市長土塀２丁目（元車交差点）
17176021k 石川 一般県道 金沢停車場北線 金沢市浅野本町（金沢東警察署前交差点）
17176022k 石川 一般県道 八日市松任停車場線 松任市西新町（松任駅前交差点）
18563001t 福井 一般国道（指定区間）8号 福井県南条郡河野村大谷112字堂谷～110字桑ヶ上
18563002t 福井 一般国道（指定区間）27号 福井県敦賀市莇生野80号～77号
18183003t 福井 一般国道（指定区間外）158号 美山町小和清水１３番～美山町小和清水２２番
18183004t 福井 一般国道（指定区間外）158号 美山町縫原１９番～美山町大宮１０番
18184005t 福井 主要地方道（県道） 清水美山線 福井市今市町１３番８号～福井市浅水町１０３番３１号
18563006k 福井 一般国道（指定区間）8号 福井県福井市大和田21字江跨(中央市場交差点)
18563007k 福井 一般国道（指定区間）8号 福井県福井市下六条町35字下六反田(大町交差点)
18563008k 福井 一般国道（指定区間）8号 福井県福井市下河北町4蓼野(下河北交差点)
18563009k 福井 一般国道（指定区間）8号 福井県敦賀市深川22(吉河交差点)
18563010k 福井 一般国道（指定区間）8号 福井県敦賀市岡山町１丁目(岡山交差点)
18563011k 福井 一般国道（指定区間）8号 福井県敦賀市白銀町10(白銀交差点)
18563012k 福井 一般国道（指定区間）27号 福井県小浜市和久里9号才向田(湯岡橋東詰交差点)
18563013k 福井 一般国道（指定区間）27号 福井県小浜市伏原28号下町(後瀬山東交差点)
18183014k 福井 一般国道（指定区間外）157号 大野市中挾２丁目（中挾交差点）
18183015k 福井 一般国道（指定区間外）158号 大野市篠座６８番地（篠座東交差点）
18183016k 福井 一般国道（指定区間外）365号 織田町織田３６番地（織田役場口交差点）
18183017k 福井 一般国道（指定区間外）365号 武生市小松２丁目（小松交差点）
18183018k 福井 一般国道（指定区間外）416号 福井市大宮４丁目（大宮交番前交差点）
18183019k 福井 一般国道（指定区間外）416号 福井市二の宮４丁目１番１６号
18183020k 福井 一般国道（指定区間外）416号 福井市大願寺３丁目（大願寺陸橋西詰交差点）
18184021k 福井 主要地方道（県道） 福井加賀線 福井市中央２丁目（幸橋北詰交差点）
18184022k 福井 主要地方道（県道） 福井加賀線 福井市中央３丁目（大名町交差点）
18184023k 福井 主要地方道（県道） 福井加賀線 福井市中央３丁目（九十九交差点）
18184024k 福井 主要地方道（県道） 福井加賀線 春江町西長田３４番地（西長田交差点）
18184025k 福井 主要地方道（県道） 大野勝山線 大野市下麻生嶋４８番地（下麻生嶋交差点）
18184026k 福井 主要地方道（県道） 福井丸岡線 福井市春山１丁目（裁判所前交差点）
18184027k 福井 主要地方道（県道） 福井丸岡線 丸岡町吉政８番地（吉政西交差点）
18184028k 福井 主要地方道（県道） 清水美山線 福井市浅水町１３番地（浅水駅前交差点）
18186029k 福井 一般県道 三尾野別所線 福井市花堂南１丁目（花堂交差点）
19533001t 山梨 一般国道（指定区間）20号 大月市初狩町中初狩816～大月市初狩中初狩2063-1
19533002t 山梨 一般国道（指定区間）20号 中巨摩郡竜王町竜王1010-2～中巨摩郡竜王町竜王1033-1
19533003t 山梨 一般国道（指定区間）52号 南巨摩郡中富町夜子沢4953～南巨摩郡中富町切石148
19533004t 山梨 一般国道（指定区間）138号 富士吉田市新屋254～富士吉田市新屋323
19533005t 山梨 一般国道（指定区間）138号 富士吉田市上吉田1413-1～富士吉田市上吉田1424
19533006t 山梨 一般国道（指定区間）138号 南都留郡山中湖村山中2288～南都留郡山中湖村山中1212-977
19533007t 山梨 一般国道（指定区間）138号 南都留郡山中湖村山中989-12～南都留郡山中湖山中1045
19533008t 山梨 一般国道（指定区間）138号 南都留郡山中湖村山中865-304～南都留郡山中湖村山中174
19533009t 山梨 一般国道（指定区間）139号 南都留郡鳴沢村鳴沢7617-1～南都留郡鳴沢村鳴沢8531-1
19193010t 山梨 一般国道（指定区間外）137号 南都留郡河口湖町河口1108番地～河口1392番地
19193011t 山梨 一般国道（指定区間外）137号 東八代郡御坂町藤野木1839番地～藤野木1458番地
19193012t 山梨 一般国道（指定区間外）137号 東八代郡御坂町藤野木1455番地～藤野木1397番地
19193013t 山梨 一般国道（指定区間外）358号 西八代郡上九一色村古関3018番地の1～古関2994番地
19193014t 山梨 一般国道（指定区間外）411号 甲府市善光寺1丁目21番17号～善光寺1丁目20番15号
19193015t 山梨 一般国道（指定区間外）413号 南都留郡道志村大野1359番地付近～大野950番地付近
19194016t 山梨 主要地方道（県道） 甲府南アルプス線 中巨摩郡竜王町篠原884番地～篠原857番地
19194017t 山梨 主要地方道（県道） 甲府南アルプス線 中巨摩郡竜王町西八幡1825番地～西八幡1841番地
19194018t 山梨 主要地方道（県道） 甲府敷島韮崎線 中巨摩郡敷島町中下条1684番地～中下条1660番地
19194019t 山梨 主要地方道（県道） 甲府敷島韮崎線 中巨摩郡敷島町中下条1606番地～中下条1581番地
19194020t 山梨 主要地方道（県道） 四日市場上野原線 都留市古川渡553番地～井倉694番地
19194021t 山梨 主要地方道（県道） 塩山勝沼線 塩山市小屋敷2075番地～三日市場3350番地
19533022k 山梨 一般国道（指定区間）20号 北都留郡上野原町新田倉2994-1(新田倉交差点)
19533023k 山梨 一般国道（指定区間）20号 大月市大月町花咲1687-1(合同庁舎入口交差点)
19533024k 山梨 一般国道（指定区間）20号 東山梨郡勝沼町勝沼2260(柏尾交差点)
19533025k 山梨 一般国道（指定区間）20号 甲府市上阿原町368-4(上阿原(東)交差点)
19533026k 山梨 一般国道（指定区間）20号 甲府市蓬沢町1048-2（蓬沢交差点)
19533027k 山梨 一般国道（指定区間）20号 甲府市中小河原町737-1(中小河原交差点)
19533028k 山梨 一般国道（指定区間）20号 中巨摩郡竜王町竜王3343-1(竜王駅入口交差点)
19533029k 山梨 一般国道（指定区間）20号 北巨摩郡武川村三吹2143-78(牧原交差点)
19533030k 山梨 一般国道（指定区間）52号 甲府市丸の内3-1-1（甲府署前交差点)
19533031k 山梨 一般国道（指定区間）138号 南都留郡山中湖村山中(忍野入口交差点)
19533032k 山梨 一般国道（指定区間）139号 南都留郡河口湖町小立3892-1(東恋路立体西交差点)
19533033k 山梨 一般国道（指定区間）139号 南都留郡河口湖町船津6852-1(船津登山道入口交差点)
19193034k 山梨 一般国道（指定区間外）137号 富士吉田市上吉田3926番地（金鳥居前交差点）
19193035k 山梨 一般国道（指定区間外）137号 東八代郡御坂町上黒駒770番地（若宮交差点）
19193036k 山梨 一般国道（指定区間外）137号 東八代郡御坂町金川原973番地（八幡橋交差点）
19193037k 山梨 一般国道（指定区間外）140号 東八代郡石和町河内482番地（誠心幼稚園入口交差点）
19193038k 山梨 一般国道（指定区間外）358号 甲府市伊勢1丁目9番14号（遠光寺北交差点）
19193039k 山梨 一般国道（指定区間外）411号 東山梨郡勝沼町休息1322番地（子安橋北詰交差点）
19193040k 山梨 一般国道（指定区間外）411号 東八代郡石和町市部1104番地（石和温泉駅入口交差点）
19194041k 山梨 主要地方道（県道） 甲府市川大門線 甲府市若松町10番9号（甲府中央郵便局北交差点）
19194042k 山梨 主要地方道（県道） 甲府市川大門線 甲府市伊勢1丁目8番11号（千秋橋東詰交差点）
19194043k 山梨 主要地方道（県道） 甲府市川大門線 西八代郡市川大門町1378番地（三郡東橋東交差点）
19194044k 山梨 主要地方道（県道） 甲府市川大門線 中巨摩郡昭和町西条461番地（国母駅入口交差点）
19194045k 山梨 主要地方道（県道） 甲府南アルプス線　　　　　　　　　　　中巨摩郡竜王町篠原779番地（榎農協南交差点）
19194046k 山梨 主要地方道（県道） 甲府南アルプス線　　　　　　　　　　　中巨摩郡竜王町西八幡2358番地（玉幡交差点）
19194047k 山梨 主要地方道（県道） 甲府南アルプス線　　　　　　　　　　　中巨摩郡竜王町西八幡4415番地（開国橋東詰交差点）
19194048k 山梨 主要地方道（県道） 甲府敷島韮崎線 甲府市大和町1番48号（富士見通り北交差点）
19194049k 山梨 主要地方道（県道） 甲府敷島韮崎線 甲府市千塚4丁目3番36号（千塚交差点）
19194050k 山梨 主要地方道（県道） 甲府敷島韮崎線 甲府市丸の内2丁目29番6号（平和歩道橋交差点）
19194051k 山梨 主要地方道（県道） 甲府敷島韮崎線 甲府市丸の内2丁目3番3号（県庁前交差点）
19194052k 山梨 主要地方道（県道） 甲府昇仙峡線 甲府市飯田1丁目4番7号（富士見通り南交差点）
19194053k 山梨 主要地方道（県道） 茅野小淵沢韮崎線 韮崎市水神2丁目2番2号（青坂南交差点：正式名がない)
19194054k 山梨 主要地方道（県道） 甲府八代線 甲府市湯田2丁目2番17号（富士興産前交差点）
19194055k 山梨 主要地方道（県道） 甲府八代線 甲府市南口町4番20号（北大路交差点）
19194056k 山梨 主要地方道（県道） 甲府八代線 甲府市朝気3丁目22番10号（三菱甲府南口給油所前交差点）
19194057k 山梨 主要地方道（県道） 敷島田富線 中巨摩郡昭和町築地新居427番地（県営玉川団地入口交差点）
19194058k 山梨 主要地方道（県道） 韮崎昇仙峡線 韮崎市藤井町南下条241番地（韮崎インター西交差点）
19194059k 山梨 主要地方道（県道） 四日市場上野原線 上野原町上野原1719番地（鳥居第一橋北詰交差点：正式名がない）
19196060k 山梨 一般県道 南甲府停車場線 甲府市南口町7番23号（窪田製材所前交差点）
19196061k 山梨 一般県道 山梨御坂線 東八代郡一宮町金田1298番地（七五三石交差点）
19196062k 山梨 一般県道 白井河原八田線 東八代郡石和町市部668番地（鵜飼橋北詰交差点）
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19196063k 山梨 一般県道 新田下吉田線 富士吉田市小明見1655番地（小明見交差点）
20533001t 長野 一般国道（指定区間）19号 松本市高宮北338番1～高宮北363番1
20533002t 長野 一般国道（指定区間）19号 松本市鎌田二丁目4932番3～鎌田二丁目4927番4
20533003t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野市篠ノ井山布施字北之平7808番1～篠ノ井山布施字小坪7604番1
20533004t 長野 一般国道（指定区間）20号 諏訪郡富士見町大字富士見字ヒヤクリ2915番1～大字富士見字根重2008番1
20533005t 長野 一般国道（指定区間）20号 塩尻市大字旧塩尻東山1017番2～大字旧塩尻東山1172番5
20553006t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡山口村山口字下山口～山口村山口字下山口
20553007t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡南木曽町読書字金知屋～南木曽町読書字与川
20553008t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡大桑村野尻字上在郷～大桑村野尻字上在郷
20553009t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡大桑村須原字下河原～大桑村須原字上町上
20553010t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡木祖村管字松原～木祖村薮原字薮原
20553011t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡楢川村奈良井字天照沢～楢川村奈良井字天照沢
20553012t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡楢川村贄川字桃岡～楢川村贄川字贄川
20553013t 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡楢川村贄川字片平～楢川村贄川字桜沢
20203014t 長野 一般国道（指定区間外）141号 南牧村大字広瀬字野辺山１９７０～南牧村大字海の口字大久保１９６５－１
20203015t 長野 一般国道（指定区間外）141号 南牧村大字海尻３８８－４～南牧村大字海尻１７－４
20203016t 長野 一般国道（指定区間外）148号 大町市大字平１３１４５－１～大町市大字平１５５１１－１
20203017t 長野 一般国道（指定区間外）152号 茅野市北山緑の村入り口上～茅野市北山相原上
20204018t 長野 主要地方道（県道） 長野上田線 長野市青木島４丁目４番地５号～長野市下氷鉋１丁目１番地２号
20204019t 長野 主要地方道（県道） 諏訪南インタ－線 諏訪郡富士見町富士見セイコーエプソン富士見事業所入口下交差点～諏訪郡富士見町富士見８１－８神戸橋西交差点
20206020t 長野 一般県道 相浜本町線 佐久市大字野沢字袖切４７９－６～佐久市大字野沢字下木戸２４７－６
20206021t 長野 一般県道 芦田大屋停車場線 立科町大字牛鹿字外倉１４４５－９～立科町大字牛鹿字外倉５３６－３
20206022t 長野 一般県道 岡谷下諏訪線 岡谷市田中町３丁目６－７～岡谷市田中町３丁目５－１３
20206023t 長野 一般県道 茅野停車場八子ヶ峰公園線 茅野市北山４９４７－１～茅野市北山県道富士見原茅野線交差点
20533024k 長野 一般国道（指定区間）18号 北佐久郡軽井沢町大字長倉字大小丸（南軽井沢交差点）
20533025k 長野 一般国道（指定区間）18号 北佐久郡軽井沢町大字長倉字飛鳥（鳥居原東交差点）
20533026k 長野 一般国道（指定区間）18号 長野市大字西尾張部（西尾張部交差点）
20533027k 長野 一般国道（指定区間）19号 松本市渚１丁目（渚1丁目交差点）
20533028k 長野 一般国道（指定区間）19号 長野市居町（消防局前交差点）
20553029k 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡木曽福島町伊谷（伊谷交差点）
20553030k 長野 一般国道（指定区間）19号 長野県木曽郡木祖村薮原字薮原（薮原北交差点）
20203031k 長野 一般国道（指定区間外）117号 長野市青木島２丁目２番　青木島交差点
20203032k 長野 一般国道（指定区間外）117号 長野市青木島大塚８８０－５　大塚交差点
20203033k 長野 一般国道（指定区間外）254号 佐久市大字平賀５３６３－１　平賀交差点
20203034k 長野 一般国道（指定区間外）403号 上高井郡小布施町大字小布施字中町東側７９５－３
20204035k 長野 主要地方道（県道） 長野信州新線 長野市篠ノ井御幣川６０４　御幣川交差点
20206036k 長野 一般県道 上原猿久保線 佐久市大字横和字屋敷４９０－１
20206037k 長野 一般県道 岡谷下諏訪線 岡谷市若宮３丁目２－２０
20206038k 長野 一般県道 岡谷下諏訪線 岡谷市田中町１丁目３－５
20206039k 長野 一般県道 神ノ原青柳停車場線 諏訪郡原村払沢１１９１４　払沢交差点
20206040k 長野 一般県道 町村白川村井停車場線 松本市寿豊丘５５７－１　白川交差点
21553001t 岐阜 一般国道（指定区間）41号 岐阜県加茂郡白川町河岐字下山１２７８－３～白川町河岐字水目１２９３－１
21553002t 岐阜 一般国道（指定区間）41号 萩原町上呂字筒井～萩原町上呂字轟
21553003t 岐阜 一般国道（指定区間）156号 岐阜県郡上郡白鳥町大字為真字大向イ１０９－１～白鳥町大字為真字西垣内８７６－１
21553004t 岐阜 一般国道（指定区間）156号 岐阜県郡上郡白鳥町白鳥９８７－１～白鳥町向小駄良５５－５
21216005t 岐阜 一般県道 乗政下呂停車場線 益田郡下呂町森字藤ヶ瀬480番地～下呂町森字島垣内355番地
21553006k 岐阜 一般国道（指定区間）19号 岐阜県多治見市弁天町２丁目（弁天町交差点）
21553007k 岐阜 一般国道（指定区間）19号 岐阜県多治見市東町１丁目３番地（東町１丁目交差点）
21553008k 岐阜 一般国道（指定区間）19号 岐阜県中津川市落合706番地（沖田交差点）
21553009k 岐阜 一般国道（指定区間）21号 岐阜県各務原市鵜沼東町５丁目５６（鵜沼東町交差点）
21553010k 岐阜 一般国道（指定区間）21号 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町３丁目４２１（各務原町１交差点）
21553011k 岐阜 一般国道（指定区間）21号 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町２丁目１６７（三ツ池町交差点）
21553012k 岐阜 一般国道（指定区間）21号 岐阜県岐阜市六条大溝４丁目１番３号（六条交差点）
21553013k 岐阜 一般国道（指定区間）21号 岐阜県岐阜市藪田南１丁目１番１号（藪田交差点）
21553014k 岐阜 一般国道（指定区間）21号 岐阜県大垣市楽田町１丁目２６－１（楽田町交差点）
21553015k 岐阜 一般国道（指定区間）21号 岐阜県大垣市中川町３丁目１０（中川町交差点）
21553016k 岐阜 一般国道（指定区間）41号 岐阜県益田郡下呂町小川２２９９－１（帯雲橋交差点）
21553017k 岐阜 一般国道（指定区間）41号 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋矢田３５５５（山手町交差点）
21553018k 岐阜 一般国道（指定区間）156号 岐阜県岐阜市岩田西３丁目８（岩田交差点）
21553019k 岐阜 一般国道（指定区間）156号 岐阜県関市小屋名二２０６（小屋名交差点）
21553020k 岐阜 一般国道（指定区間）156号 岐阜県美濃市松森５８２－２（下松森交差点）
21213021k 岐阜 一般国道（指定区間外）157号 岐阜市北島７丁目１０番地先（北島7交差点）
21213022k 岐阜 一般国道（指定区間外）303号 揖斐郡揖斐川町清水４６７番地先（清水交差点）
21214023k 岐阜 主要地方道（県道） 岐阜南濃線 岐阜市加納竜興町３丁目９番地先（加納竜興町3交差点）
21214024k 岐阜 主要地方道（県道） 岐阜関ヶ原線 岐阜市徹明通７丁目１３番地先（徹明通7交差点）
21214025k 岐阜 主要地方道（県道） 岐阜関ヶ原線 岐阜市都通１丁目２番地先（都通1交差点）
21214026k 岐阜 主要地方道（県道） 岐阜関ヶ原線 岐阜市菅生６丁目１５番地（菅生6交差点）
21214027k 岐阜 主要地方道（県道） 岐阜環状線 岐阜市正木字土居８５２番地先（正木土居交差点）
21214028k 岐阜 主要地方道（県道） 岐阜美山線 岐阜市黒野字古町1771番地先
21216029k 岐阜 一般県道 岐阜羽島線 岐阜市美江寺町２丁目３番地先（裁判所前交差点）
21216030k 岐阜 一般県道 岐阜羽島線 岐阜市金町２丁目１番地先（金町2交差点）
22223001t 静岡 一般国道（指定区間外）135号 東伊豆町奈良本1087～東伊豆町奈良本1205
22223002t 静岡 一般国道（指定区間外）135号 東伊豆町大川909～伊東市赤沢310
22223003t 静岡 一般国道（指定区間外）135号 伊東市赤沢310～伊東市赤沢30
22223004t 静岡 一般国道（指定区間外）135号 伊東市吉田960～伊東市吉田978
22223005t 静岡 一般国道（指定区間外）138号 御殿場市深沢2587～御殿場市深沢1813
22223006t 静岡 一般国道（指定区間外）150号 竜洋町西平松864
22223007t 静岡 一般国道（指定区間外）301号 湖西市横山185～湖西市横山75
22223008t 静岡 一般国道（指定区間外）414号 河津町梨本38～河津町梨本1255
22224009t 静岡 主要地方道（県道） 熱海箱根峠線 函南町桑原1347～函南町桑原1348
22224010t 静岡 主要地方道（県道） 島田川根線 島田市身成1842～島田市身成1970
22224011t 静岡 主要地方道（県道） 富士宮鳴沢線 富士宮市人穴737～富士宮市人穴677
22226012t 静岡 一般県道 三保駒越線 静岡市清水折戸1丁目９０～静岡市清水折戸１丁目１２３
22226013t 静岡 一般県道 善左衛門藤枝停車場線 藤枝市青葉町１丁目３１８～藤枝市駅前３丁目２０－１（藤枝市青島高架橋）
22553014k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県駿東郡清水町玉川（清水町玉川交差点）
22553015k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県沼津市西沢田３５８－５番地（西沢田西交差点）
22553016k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県沼津市西沢田２５５－１番地（西沢田榎田交差点）
22553017k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県沼津市大塚８８８番地（大塚交差点）
22553018k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県沼津市大塚１１００番地（原団地交差点）
22553019k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県沼津市原（原東町交差点）
22553020k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県富士市中里（中里西交差点）
22553021k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県富士市中丸（蓮沼交差点）
22553022k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県静岡市清水西久保（西久保交差点）
22553023k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県静岡市清水八坂西町（清水ＩＣ西交差点）
22553024k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県静岡市加藤島（千代田上土ＩＣ交差点）
22553025k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県島田市中河町1932-7番地（大津通り交差点）
22553026k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県磐田市岩井2339番地（岩井交差点）
22553027k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県磐田市見付436番地（富士見町西交差点）
22553028k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県磐田市見付227-10番地（権現交差点）
22553029k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県浜松市大柳町424番地（大柳交差点）
22553030k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県浜松市米津町1927-2番地（米津交差点）
22553031k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県新居町浜名1129番地（橋本西交差点）
22553032k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県静岡市清水江尻東１丁目　（清水駅前交差点）
22553033k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県静岡市清水二の丸町（江尻大和交差点）
22553034k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県静岡市馬淵１丁目（川辺町交差点）
22553035k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県静岡市新川１丁目（吉野町交差点）
22553036k 静岡 一般国道（指定区間）1号 静岡県静岡市南安倍１丁目（南安倍交差点）
22553037k 静岡 一般国道（指定区間）138号 静岡市御殿場市萩原５５－１番地 （萩原北交差点）
22553038k 静岡 一般国道（指定区間）138号 静岡県御殿場市萩原４３５－５番地（小原南交差点）
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22553039k 静岡 一般国道（指定区間）138号 静岡県御殿場市二枚橋（市役所北交差点）
22553040k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士市永田町（錦町北交差点）
22553041k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士市浅間上町（国久保交差点）
22553042k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士宮市小泉２２６－１番地（小泉権現交差点）
22553043k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士宮市小泉２１４４－１番地 （小泉若宮交差点）
22553044k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士宮市矢立町（阿幸地交差点）
22553045k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士宮市舞々木町（登山道入口交差点）
22553046k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士宮市万野原新田３６３６－８番地（万野原交差点）
22553047k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士宮市万野原新田３８８８番地（宮原東交差点）
22553048k 静岡 一般国道（指定区間）139号 静岡県富士宮市外神（外神交差点）
22553049k 静岡 一般国道（指定区間）246号 静岡県御殿場市川島田（川島田交差点）
22553050k 静岡 一般国道（指定区間）246号 静岡県裾野市御宿（裾野ＩＣ入口交差点）
22223051k 静岡 一般国道（指定区間外）135号 下田市柿崎６３－１（柿崎交差点）
22223052k 静岡 一般国道（指定区間外）135号 伊東市音無町（音無交差点）
22223053k 静岡 一般国道（指定区間外）135号 伊東市東松原町４０８－３（大川橋交差点）
22223054k 静岡 一般国道（指定区間外）136号 大仁町吉田（中島交差点）
22223055k 静岡 一般国道（指定区間外）150号 静岡市広野３丁目（長田南小北交差点）
22223056k 静岡 一般国道（指定区間外）150号 焼津市八楠２００８（八楠交差点）
22223057k 静岡 一般国道（指定区間外）257号 浜松市森田町１２０－１（森田交差点）
22223058k 静岡 一般国道（指定区間外）257号 浜松市幸５丁目７４－４（浜松信用金庫前交差点）
22223059k 静岡 一般国道（指定区間外）257号 引佐町金指１１０９－８（引佐高前交差点）
22224060k 静岡 主要地方道（県道） 伊東修善寺線 伊東市広野２丁目１５４（広野2丁目交差点）
22224061k 静岡 主要地方道（県道） 伊東修善寺線 伊東市鎌田７７０－７（鎌田交差点）
22224062k 静岡 主要地方道（県道） 三島富士線 沼津市岡宮２８４－１（岡宮公民館前交差点）
22224063k 静岡 主要地方道（県道） 三島富士線 沼津市東椎路１４７８－３（藤棚交差点）
22224064k 静岡 主要地方道（県道） 三島富士線 沼津市東原２１７－３（下方橋交差点）
22224065k 静岡 主要地方道（県道） 三島富士線 富士市富士岡１４５２－４（富士岡交差点）
22224066k 静岡 主要地方道（県道） 三島富士線 富士市比奈１２７３－３（比奈北交差点）
22224067k 静岡 主要地方道（県道） 富士裾野線 富士市今泉２５４４－４（丸山橋南交差点）
22224068k 静岡 主要地方道（県道） 富士宮芝川線 富士宮市泉町（方辺川橋交差点）
22224069k 静岡 主要地方道（県道） 焼津榛原線 焼津市田尻３３１（田尻交差点）
22224070k 静岡 主要地方道（県道） 焼津榛原線 大井川町下小杉７０９（下小杉北交差点）
22224071k 静岡 主要地方道（県道） 藤枝大井川線 大井川町上新田５３９－１（大井川高校入口交差点）
22224072k 静岡 主要地方道（県道） 掛川浜岡線 菊川町加茂６１８２ー４（菊川インター北交差点）
22224073k 静岡 主要地方道（県道） 掛川浜岡線 掛川市葛川１０８５ー３（馬喰橋交差点）
22224074k 静岡 主要地方道（県道） 袋井大須賀線 浅羽町浅名９４１－５（浅名町交差点）
22224075k 静岡 主要地方道（県道） 磐田福田線 福田町中島１９５（中島変電所交差点）
22224076k 静岡 主要地方道（県道） 天竜浜松線 浜北市中瀬３０２０－７（上中瀬交差点）
22224077k 静岡 主要地方道（県道） 天竜浜松線 浜北市東美薗６４３（東美薗交差点）
22224078k 静岡 主要地方道（県道） 館山寺鹿谷線 浜松市伊左地町４０７３－１（前平交差点）
22224079k 静岡 主要地方道（県道） 富士白糸滝公園線 富士市中野６３６－４（法蔵寺交差点）
22224080k 静岡 主要地方道（県道） 清水富士宮線 清水市入江岡町７０６－２（入江岡交差点）
22226081k 静岡 一般県道 原木沼津線 沼津市本郷町２（本郷町交差点）
22226082k 静岡 一般県道 三ツ谷谷田線 三島市谷田２５８－３（遺伝研坂下交差点）
22226083k 静岡 一般県道 沼津三島線 清水町新宿１５２－３（新宿南交差点）
22226084k 静岡 一般県道 沼津三島線 三島市広小路町１８７７－３（広小路西交差点）
22226085k 静岡 一般県道 御殿場停車場線 御殿場市新橋２０２５－４（若宮交差点）
22226086k 静岡 一般県道 大坂富士宮線 富士宮市東阿幸地７３８（東阿幸地交差点）
22226087k 静岡 一般県道 東柏原沼津線 沼津市原３４６（原駅入口交差点）
22226088k 静岡 一般県道 東柏原沼津線 沼津市松長１９０（片浜駅東交差点）
22226089k 静岡 一般県道 鷹岡柚木線 富士市入山瀬１５－１８（入山瀬駅入口交差点）
22226090k 静岡 一般県道 鷹岡柚木線 富士市柚木２４３－２（橋下交差点）
22226091k 静岡 一般県道 富士宮富士公園線 富士宮市ひばりが丘３（ひばりが丘西交差点）
22226092k 静岡 一般県道 岩淵富士川停車場線 富士川町中之郷８３５－１３（富士川駅入口交差点）
22226093k 静岡 一般県道 藤枝静岡線 静岡市丸子３丁目１１（長田西小東交差点）
22226094k 静岡 一般県道 上青島焼津線 藤枝市駅前３丁目２０－１（青島高架橋北交差点）
22226095k 静岡 一般県道 高洲和田線 藤枝市高洲１丁目１０７２－３（高洲小南交差点）
22226096k 静岡 一般県道 熊小松天竜川停車場線 浜北市小松４３９３－４（小松南1丁目交差点）
22226097k 静岡 一般県道 熊小松天竜川停車場線 浜松市天王町１１１２－２（天王東交差点）
22226098k 静岡 一般県道 小松笠井線 浜北市寺島９８８（寺島公会堂南交差点）
22226099k 静岡 一般県道 河原大井川港線 島田市河原１丁目４０４６－４０（大井川橋東交差点）
22226100k 静岡 一般県道 田子浦港富士インタ－線 富士市高島町１７６（高島交差点）
22226101k 静岡 一般県道 静岡環状線 静岡市日ノ出町１（日ノ出町北交差点）
22226102k 静岡 一般県道 静岡環状線 静岡市横田町１８（横田町西交差点）
22226103k 静岡 一般県道 善左衛門藤枝停車場線 藤枝市善左衛門５２８－２（善左衛門交差点）
22226104k 静岡 一般県道 善左衛門藤枝停車場線 藤枝市青葉町２丁目１－１（青島高架橋南交差点）
22226105k 静岡 一般県道 細江浜北線 浜北市小松１４８９（小松西向交差点）
22226106k 静岡 一般県道 富士由比線 富士川町中之郷１３３８－２（中之郷交差点）
22226107k 静岡 一般県道 御殿場箱根線 御殿場市東田中１丁目３（東田中塚本交差点）
23553001t 愛知 一般国道（指定区間）153号 愛知県東加茂郡足助町大字久木～大字新盛
23553002t 愛知 一般国道（指定区間）153号 愛知県北設楽郡稲武町大字黒田字曾根～大字黒田字諏訪
23553003t 愛知 一般国道（指定区間）155号 愛知県豊田市八草町荒山～瀬戸市上之山３丁目
23233004t 愛知 一般国道（指定区間外）151号 一宮町大字東上字北岡130-1～上長山字東水神平77ｰ3
23233005t 愛知 一般国道（指定区間外）155号 春日井市不二ガ丘1丁目14～春日井市不二ガ丘1丁目36
23233006t 愛知 一般国道（指定区間外）155号 小牧市新町2丁目264～小牧市新町2丁目238
23233007t 愛知 一般国道（指定区間外）247号 南知多町大字豊浜字峠16番4～南知多町大字豊浜字鯨脇12番1
23233008t 愛知 一般国道（指定区間外）247号 半田市昭和町1丁目16番～半田市昭和町1丁目4番
23234009t 愛知 主要地方道（県道） 豊橋大知波線 豊橋市多米町字五反田93-1～字滝ノ谷
23234010t 愛知 主要地方道（県道） 多治見犬山線 犬山市字内屋敷171番地～犬山市字佐ヶ瀬37番地6
23234011t 愛知 主要地方道（県道） 岡崎足助線 岡崎市本町通3丁目9～本町通3丁目18
23234012t 愛知 主要地方道（県道） 岡崎刈谷線 刈谷市野田町中山22～刈谷市半城土町西裏17
23234013t 愛知 主要地方道（県道） 名古屋半田線 東海市荒尾町油田35番地の1～東海市荒尾町油田21番地の1
23234014t 愛知 主要地方道（県道） 名古屋半田線 東海市加木屋町丸根15番地の2～東浦町大字緒川字西本坪6番地の8
23234015t 愛知 主要地方道（県道） 名古屋豊田線 日進市浅田町東前田37-2～日進市浅田町平池114-6
23234016t 愛知 主要地方道（県道） 一宮犬山線 一宮市両郷町2丁目15番地1～一宮市両郷町4丁目3番地
23234017t 愛知 主要地方道（県道） 豊橋鳳来線 豊橋市牛川町字松下102-2～字折目184
23234018t 愛知 主要地方道（県道） 甚目寺佐織線 美和町篠田字天神前41～美和町篠田字西宮寺73
23236019t 愛知 一般県道 津島蟹江線 津島市唐臼町柳原17～津島市唐臼町柳原11
23236020t 愛知 一般県道 尾西清洲線 春日町大字落合字二番割1-2～春日町大字落合字四番割15-3
23236021t 愛知 一般県道 尾西清洲線 春日町大字落合字西余部17-3～春日町大字落合字宮重140-2
23236022t 愛知 一般県道 尾西清洲線 清洲町大字一場1242-6～清洲町大字一場1229-1
23236023t 愛知 一般県道 荒井大草線 小牧市大草2723-2～小牧市大草2511-6
23236024t 愛知 一般県道 高蔵寺小牧線 春日井市庄名町811-1～春日井市庄名町913
23236025t 愛知 一般県道 東海緑線 大府市共和町2丁目4番地の12～大府市共栄町8丁目10番地の11
23236026t 愛知 一般県道 阿久比半田線 半田市岩滑中町3丁目75番～半田市岩滑中町3丁目115番の1
23236027t 愛知 一般県道 阿久比半田線 半田市出口町1丁目45番の4～半田市出口町1丁目45番の16
23236028t 愛知 一般県道 桜井岡崎線 岡崎市法性寺町字猿待7～天白町字西池25-1
23236029t 愛知 一般県道 芦谷蒲郡線 蒲郡市柏原町大迫1-7～桜迫33
23236030t 愛知 一般県道 豊橋豊川線 豊川市正岡町流田437-1～下長山町上アライ14-1
23553031k 愛知 一般国道（指定区間）1号 愛知県豊橋市下地町瀬上（瀬上交差点）
23553032k 愛知 一般国道（指定区間）1号 愛知県知立市逢妻町西栄（逢妻町交差点）
23553033k 愛知 一般国道（指定区間）1号 愛知県刈谷市今川町上矢戸（今川町東交差点）
23553034k 愛知 一般国道（指定区間）1号 名古屋市南区千竃通１丁目（千竃通１交差点）
23553035k 愛知 一般国道（指定区間）1号 名古屋市瑞穂区明前町１５番地（松田橋南交差点）
23553036k 愛知 一般国道（指定区間）1号 名古屋市熱田区伝馬１丁目１番地（熱田神宮南交差点）
23553037k 愛知 一般国道（指定区間）1号 名古屋市中川区下之一色町権野（三日月橋西交差点）
23553038k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区正木町３丁目１１番地（九丁堀交差点）
23553039k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区古渡町２０番地（古渡町交差点）
23553040k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区松原３丁目６番地（松原交差点）
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23553041k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区松原１丁目１４番地（西大須交差点）
23553042k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区大須１丁目７番地（若宮南交差点）
23553043k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区栄１丁目１２番地（三蔵交差点）
23553044k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区栄１丁目５番地（広小路伏見交差点）
23553045k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区錦１丁目２０番地（錦通伏見交差点）
23553046k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区錦１丁目４番地（日銀前交差点）
23553047k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市中区丸の内３丁目２０番地（桜通大津交差点）
23553048k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市東区泉１丁目２３番地（桜通久屋東交差点）
23553049k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市東区赤塚町（赤塚交差点）
23553050k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市北区大曽根１丁目２１番地（大曽根交差点）
23553051k 愛知 一般国道（指定区間）19号 名古屋市守山区大字幸心字城跡（瀬古口交差点）
23553052k 愛知 一般国道（指定区間）19号 愛知県春日井市大和通１丁目（大和通１交差点）
23553053k 愛知 一般国道（指定区間）19号 愛知県春日井市鳥居松５丁目（鳥居松北交差点）
23553054k 愛知 一般国道（指定区間）19号 愛知県春日井市六軒屋町東丘（六軒屋町交差点）
23553055k 愛知 一般国道（指定区間）19号 愛知県春日井市東野町６丁目（春日井ｲﾝﾀｰ西交差点）
23553056k 愛知 一般国道（指定区間）19号 愛知県春日井市大泉寺町大西（春日井ｲﾝﾀｰ東交差点）
23553057k 愛知 一般国道（指定区間）19号 春日井市坂下町４丁目（坂下町４交差点）
23553058k 愛知 一般国道（指定区間）22号 名古屋市中区丸の内１丁目９番地（伏見魚ノ棚交差点）
23553059k 愛知 一般国道（指定区間）22号 名古屋市西区浅間１丁目（浅間町交差点）
23553060k 愛知 一般国道（指定区間）22号 名古屋市西区菊井１丁目（菊ノ尾交差点）
23553061k 愛知 一般国道（指定区間）22号 名古屋市西区栄生１丁目３１番地（上更通交差点）
23553062k 愛知 一般国道（指定区間）22号 愛知県一宮市富士３丁目（富士３交差点）
23553063k 愛知 一般国道（指定区間）23号 名古屋市南区浜田町１丁目（浜田交差点）
23553064k 愛知 一般国道（指定区間）23号 名古屋市港区十一屋２丁目（名四十一屋交差点）
23553065k 愛知 一般国道（指定区間）23号 名古屋市港区宝神５丁目（庄内新川橋西交差点）
23553066k 愛知 一般国道（指定区間）41号 名古屋市東区泉１丁目７番地（東片端交差点）
23553067k 愛知 一般国道（指定区間）41号 名古屋市東区白壁１丁目（清水口交差点）
23553068k 愛知 一般国道（指定区間）41号 名古屋市北区田幡２丁目１３番地（黒川交差点）
23553069k 愛知 一般国道（指定区間）41号 名古屋市北区黒川本通４丁目（黒川本通４交差点）
23553070k 愛知 一般国道（指定区間）41号 名古屋市北区荻野通１丁目（荻野通１北交差点）
23553071k 愛知 一般国道（指定区間）41号 名古屋市北区新沼町（新沼町交差点）
23553072k 愛知 一般国道（指定区間）41号 愛知県小牧市外堀４丁目（花塚橋南交差点）
23553073k 愛知 一般国道（指定区間）153号 名古屋市天白区植田西３丁目（植田西交差点）
23553074k 愛知 一般国道（指定区間）153号 名古屋市天白区一本松１丁目（植田一本松交差点）
23553075k 愛知 一般国道（指定区間）153号 愛知県豊田市拳母町２丁目（拳母町交差点）
23553076k 愛知 一般国道（指定区間）153号 愛知県西加茂郡三好町大字三好字前田（三好油田交差点）
23553077k 愛知 一般国道（指定区間）155号 愛知県知立市上重原町丸山（西八鳥交差点）
23553078k 愛知 一般国道（指定区間）155号 愛知県知立市宝町塩掻（宝町交差点）
23553079k 愛知 一般国道（指定区間）155号 愛知県一宮市羽衣１丁目（羽衣１交差点）
23553080k 愛知 一般国道（指定区間）155号 愛知県豊田市上拳母４丁目（上拳母４交差点）
23553081k 愛知 一般国道（指定区間）155号 愛知県豊田市神田町２丁目（交差点名無し）
23553082k 愛知 一般国道（指定区間）155号 愛知県豊田市西町５丁目（豊田市駅西交差点）
23553083k 愛知 一般国道（指定区間）302号 名古屋市中川区島井町（島井町交差点）
23553084k 愛知 一般国道（指定区間）302号 名古屋市西区玉池町（玉池町交差点）
23553085k 愛知 一般国道（指定区間）302号 名古屋市守山区松阪町（小幡IC西交差点）
23233086k 愛知 一般国道（指定区間外）23号 豊橋市大橋通３丁目４７番地の３（守下交差点）
23233087k 愛知 一般国道（指定区間外）23号 豊橋市前芝町字西堤７０番地の１（前芝町交差点）
23233088k 愛知 一般国道（指定区間外）23号 蒲郡市竹谷町西ノ浜３４番地の２（江畑交差点）
23233089k 愛知 一般国道（指定区間外）155号 知多市新舞子字北西田３９番地３（北畑交差点）
23233090k 愛知 一般国道（指定区間外）155号 東海市養父町城之内３６番５（南堀畑交差点）
23233091k 愛知 一般国道（指定区間外）155号 瀬戸市京町2丁目2番
23233092k 愛知 一般国道（指定区間外）155号 春日井市出川町2185番（出川町交差点）
23233093k 愛知 一般国道（指定区間外）155号 一宮市萩原町串作７４０番地（串作交差点）
23233094k 愛知 一般国道（指定区間外）247号 東海市大田町松崎326番
23233095k 愛知 一般国道（指定区間外）247号 半田市東郷町三丁目３６番地の５（東郷町交差点）
23233096k 愛知 一般国道（指定区間外）247号 半田市浜田町三丁目１０番地の２（浜田町3丁目交差点）
23233097k 愛知 一般国道（指定区間外）247号 高浜市碧海町１丁目２番地（衣浦大橋東交差点）
23233098k 愛知 一般国道（指定区間外）248号 岡崎市上地３丁目４８－１（上地小学校口交差点）
23233099k 愛知 一般国道（指定区間外）362号 豊川市当古町東新屋39番地2
23234100k 愛知 主要地方道（県道） 豊橋渥美線 豊橋市草間町字平東５０番地の１（中野町交差点）
23234101k 愛知 主要地方道（県道） 豊田一色線 西尾市新渡場町字大西４１番（新渡場町交差点）
23234102k 愛知 主要地方道（県道） 岐阜稲沢線 尾西市開明字桝井戸２５番地２号
23234103k 愛知 主要地方道（県道） 岐阜稲沢線 尾西市篭屋３丁目７番地３号（篭屋3丁目交差点）
23234104k 愛知 主要地方道（県道） 春日井各務原線 犬山市字本町４６番地２号（楽田本町交差点）
23234105k 愛知 主要地方道（県道） 弥富名古屋線 海部郡蟹江町平安３丁目33番地（学戸交差点）
23234106k 愛知 主要地方道（県道） 東三河環状線 豊川市三上町前川23番地1
23234107k 愛知 主要地方道（県道） 東三河環状線 豊川市桜木通4丁目13番地（桜木通4丁目交差点）
23234108k 愛知 主要地方道（県道） 岡崎足助線 岡崎市本町通３丁目１（本町3丁目交差点）
23234109k 愛知 主要地方道（県道） 岡崎刈谷線 岡崎市羽根町字中田６－１（ＪＲ羽根ガード西交差点）
23234110k 愛知 主要地方道（県道） 岡崎西尾線 岡崎市大和町字中切３３－１（矢作南保育園東交差点）
23234111k 愛知 主要地方道（県道） 岡崎刈谷線 岡崎市上和田町字南屋敷１（和田橋西交差点）
23234112k 愛知 主要地方道（県道） 岡崎刈谷線 刈谷市半城土町大下馬１０４番地（半城土町交差点）
23234113k 愛知 主要地方道（県道） 岡崎刈谷線 刈谷市大手町２丁目２５番地（市民会館前交差点）
23234114k 愛知 主要地方道（県道） 豊田知立線 西加茂郡三好町大字三好字森下１０－５（三好森下交差点）
23234115k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋半田線 東海市加木屋町柿畑５８番１（南加木屋駅前交差点）
23234116k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋豊田線 日進市浅田町東前田37-2番（浅田交差点）
23234117k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋豊田線 日進市浅田町平池118-3番
23234118k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋第二環状線 海部郡大治町大字東條字郷前115番地（大治橋交差点）
23234119k 愛知 主要地方道（県道） 一宮犬山線 一宮市大字時之島字上屋敷５６番地２号（時之島交差点）
23234120k 愛知 主要地方道（県道） 甚目寺佐織線 津島市蛭間町字弁日111番地（蛭間町西屋敷交差点）
23236121k 愛知 一般県道 新政成弥富線 海部郡弥富町大字平島新田字西新田92番地-1（平島交差点）
23236122k 愛知 一般県道 半田停車場線 半田市東洋町二丁目４番（市役所前交差点）
23236123k 愛知 一般県道 佐屋多度線 海部郡佐屋町大字東保字西河原22番地-1（佐屋駅西交差点）
23236124k 愛知 一般県道 一場中小田井線 春日町大字下之郷字高礼64番（下之郷交差点）
23236125k 愛知 一般県道 小折一宮線 一宮市千秋町浮野字陽受1番地
23236126k 愛知 一般県道 名古屋一宮線 一宮市本町３丁目１１番地１０号（本町交差点）
23236127k 愛知 一般県道 神屋味美線 小牧市大草中496番（吉原交差点）
23236128k 愛知 一般県道 名古屋甚目寺線 海部郡甚目寺町大字中萱津字南ノ川17番地（中萱津交差点）
23236129k 愛知 一般県道 定光寺山脇線 瀬戸市栄町41番
23236130k 愛知 一般県道 定光寺山脇線 瀬戸市西蔵所町5番
23236131k 愛知 一般県道 和合豊田線 東郷町大字和合字前田30番（神ノ木交差点）
23236132k 愛知 一般県道 岡崎豊明線 刈谷市西境町花池８－２番地（西境町交差点）
23236133k 愛知 一般県道 板山金山線 常滑市久米字南大阪10番の1
23236134k 愛知 一般県道 豊田環状線 豊田市室町６丁目５７－２（室町六交差点）
23236135k 愛知 一般県道 金野豊川線 新桜町通1丁目38番地1（新桜町通1丁目交差点）
23236136k 愛知 一般県道 豊橋港線 豊橋市神野新田町字口ノ割１５１番地の１
23236137k 愛知 一般県道 豊橋港線 豊橋市神野新田町字イノ割２６番地（中道橋交差点）
23236138k 愛知 一般県道 豊橋港線 豊橋市東脇１丁目２１番地の８（東脇交差点）
23236139k 愛知 一般県道 豊橋港線 豊橋市往完町字往還西７１番地の１（往完町交差点）
23236140k 愛知 一般県道 豊橋港線 豊橋市大橋通１丁目１２０番地の１（大橋通交差点）
23236141k 愛知 一般県道 豊橋港線 豊橋市花田町字石塚４６番地の４（商工会議所北東交差点）
23236142k 愛知 一般県道 伊古部南栄線 豊橋市高師町字西沢１番地の１（上野町交差点）
23236143k 愛知 一般県道 半田環状線 知多郡武豊町字平井二丁目８０番（祠峰2丁目交差点）
23236144k 愛知 一般県道 東大見岡崎線 岡崎市稲熊町字４丁目１０２（教育大附属小東交差点）
23236145k 愛知 一般県道 豊橋環状線 豊橋市向山大池町２０番地の２（大池南交差点）
23236146k 愛知 一般県道 豊橋環状線 豊橋市柱二番町６番地の１（中橋良交差点）
23773147k 愛知 一般国道（指定区間外）153号 名古屋市中区新栄三丁目１８１８番地先（菊里町交差点）
23773148k 愛知 一般国道（指定区間外）153号 名古屋市昭和区花見通１丁目９１番地先（山中交差点）
23773149k 愛知 一般国道（指定区間外）154号 名古屋市港区浜一丁目１０６番地先（築地口交差点）
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23773150k 愛知 一般国道（指定区間外）247号 名古屋市南区内田橋二丁目２９１０番の１地先（新内田橋南交差点）
23773151k 愛知 一般国道（指定区間外）247号 名古屋市南区豊田一丁目２１２番地先（氷室交差点）
23773152k 愛知 一般国道（指定区間外）247号 名古屋市南区港東通１丁目１番の１２地先（港東通交差点）
23773153k 愛知 一般国道（指定区間外）247号 名古屋市南区柴田本通１丁目５番の６地先（柴田本通１交差点）
23774154k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋多治見線 名古屋市東区矢田東１０１番地先（矢田町１０交差点）
23774155k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋津島線 名古屋市中村区太閤通９丁目１３番地先（中村公園前交差点）
23774156k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋江南線 名古屋市西区坂井戸町１番地先（庄内川橋北交差点）
23774157k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市中村区名駅南一丁目４０６番地先（柳橋交差点）
23774158k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市中区栄三丁目４０５番地先（栄交差点）
23774159k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市中区栄三丁目５０６番地先（広小路久屋交差点）
23774160k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市中区新栄一丁目１０１番地先（東新町交差点）
23774161k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市中区新栄三丁目５０２番地先（千郷町交差点）
23774162k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市千種区末盛通２丁目１１番地先（末盛通2交差点）
23774163k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市千種区末盛通５丁目１４番の１地先（本山交差点）
23774164k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市千種区田代町字瓶杁１番の３７地先（平和公園口交差点）
23774165k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋長久手線 名古屋市名東区社が丘一丁目１０１番地先（本郷交差点）
23774166k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋第2環状線 名古屋市中川区吉津一丁目１０３番地先（万場小橋西交差点）
23774167k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋第2環状線 名古屋市港区当知二丁目１０２番の３地先（当知中学校東交差点）
23774168k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋第2環状線 名古屋市港区油屋町１丁目９番の１地先（油屋町１交差点）
23774169k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋第2環状線 名古屋市天白区焼山二丁目３０５番地先（焼山交差点）
23774170k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋第2環状線 名古屋市名東区牧の里一丁目２０１番地先
23774171k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋第2環状線 名古屋市守山区大森四丁目１０１番地先（中町田交差点）
23774172k 愛知 主要地方道（県道） 名古屋第2環状線 名古屋市北区如意四丁目８６番地先
23774173k 愛知 主要地方道（県道） 弥富名古屋線 名古屋市中川区太平通１丁目２８番地先（松葉公園交差点）
23774174k 愛知 主要地方道（県道） 弥富名古屋線 名古屋市中川区南八熊町１０１番地先（八熊通交差点）
23774175k 愛知 主要地方道（県道） 関田名古屋線 名古屋市千種区天満通２丁目３４番地先（天満通２交差点）
23774176k 愛知 主要地方道（県道） 関田名古屋線 名古屋市瑞穂区田辺通６丁目２番地先（山下通交差点）
23774177k 愛知 主要地方道（県道） 関田名古屋線 名古屋市瑞穂区弥富通３丁目１２番地先（弥富通３交差点）
23775178k 愛知 主要地方道（市道） 名古屋環状線 名古屋市南区桜本町２丁目９番の１地先（桜本町１交差点）
23775179k 愛知 主要地方道（市道） 名古屋環状線 名古屋市瑞穂区瑞穂通８丁目１０番地先（新瑞橋交差点）
23775180k 愛知 主要地方道（市道） 名古屋環状線 名古屋市千種区今池四丁目７１２番地先（今池北交差点）
23775181k 愛知 主要地方道（市道） 名古屋環状線 名古屋市東区古出来一丁目２０９番地先（古出来町交差点）
23775182k 愛知 主要地方道（市道） 名古屋環状線 名古屋市北区城見通２丁目１番地先（城見通２交差点）
23775183k 愛知 主要地方道（市道） 名古屋環状線 名古屋市港区川西通３丁目９番地先（競馬場前交差点）
23775184k 愛知 主要地方道（市道） 堀田高岳線 名古屋市東区東桜二丁目１００９番地先（高岳南交差点）
23775185k 愛知 主要地方道（市道） 東海橋線 名古屋市南区三条二丁目１０１番地先（明治一・南陽通２交差点）
23775186k 愛知 主要地方道（市道） 東海橋線 名古屋市緑区神沢一丁目２０１番地先（神沢一交差点）
23775187k 愛知 主要地方道（市道） 山王線 名古屋市中村区名駅南四丁目１２０１番地先（下広井町交差点）
23775188k 愛知 主要地方道（市道） 山王線 名古屋市中村区名駅南五丁目１３０５番地先（六反小学校前交差点）
23775189k 愛知 主要地方道（市道） 山王線 名古屋市中川区山王三丁目１３０７番地先（ナゴヤ球場前駅交差点）
23775190k 愛知 主要地方道（市道） 山王線 名古屋市中区平和一丁目１０１番地先（東別院交差点）
23775191k 愛知 主要地方道（市道） 金城埠頭線 名古屋市港区稲永五丁目４０１番の８地先（稲永小学校交差点）
23776192k 愛知 一般県道 名古屋一宮線 名古屋市中村区牛田通４丁目３番地先
23776193k 愛知 一般県道 名古屋一宮線 名古屋市中村区畑江通５丁目１番の２地先（畑江通５交差点）
23776194k 愛知 一般県道 名古屋一宮線 名古屋市中村区鳥居通３丁目１１番地先（鳥居通３北東交差点）
23776195k 愛知 一般県道 鳥ケ地新田名古屋線 名古屋市中村区岩塚町字上小路５６番の１地先（万場大橋東交差点）
23776196k 愛知 一般県道 鳥ケ地新田名古屋線 名古屋市中村区菊水町２丁目２番の１地先
23776197k 愛知 一般県道 中川中村線 名古屋市中村区名駅南五丁目１０１番地先（水主町交差点）
23776198k 愛知 一般県道 中川中村線 名古屋市中村区名駅南三丁目４０１番地先（名駅南三・洲崎橋西交差点）
23776199k 愛知 一般県道 津島七宝名古屋線 名古屋市中村区畑江通１丁目２５番の１地先（岩塚駅交差点）
23776200k 愛知 一般県道 名古屋甚目寺線 名古屋市中村区本陣通３丁目４３番の１地先（本陣通３交差点）
23776201k 愛知 一般県道 守山西線 名古屋市西区上堀越町４丁目２９番地先
23776202k 愛知 一般県道 岩藤名古屋線 名古屋市名東区名東本通３丁目１番地先（西山口交差点）
23776203k 愛知 一般県道 阿野名古屋線 名古屋市天白区土原一丁目１３８番地先（新池交差点）
23776204k 愛知 一般県道 阿野名古屋線 名古屋市天白区元八事三丁目１２番地先（池見二交差点）
23776205k 愛知 一般県道 熱田停車場線 名古屋市熱田区森後町１００２番の１地先（熱田駅前交差点）
23777206k 愛知 市道（政令市） 久屋町線 名古屋市中区栄五丁目１６１１番地先
23777207k 愛知 市道（政令市） 久屋町線 名古屋市中区大須四丁目４０１番地先（若宮大通交差点）
23777208k 愛知 市道（政令市） 矢場町線 名古屋市中区大須四丁目１０２番地先（矢場町交差点）
23777209k 愛知 市道（政令市） 稲永埠頭線 名古屋市港区宝神四丁目１０１番地先（宝神四交差点）
23777210k 愛知 市道（政令市） 高畑町線 名古屋市中村区鳥居通４丁目３２番の１地先（鳥居通３交差点）
23777211k 愛知 市道（政令市） 高畑町線 名古屋市中村区鳥居通４丁目１３番地先（鳥居通４交差点）
23777212k 愛知 市道（政令市） 大津町線 名古屋市中区錦三丁目１６１５番地先（錦通大津交差点）
23777213k 愛知 市道（政令市） 赤萩町線 名古屋市東区葵三丁目１５０７番地先（新千種橋西交差点）
23777214k 愛知 市道（政令市） 茶屋ケ坂牛巻線 名古屋市千種区園山町３丁目１４番の２地先（四谷通３交差点）
23777215k 愛知 市道（政令市） 茶屋ケ坂牛巻線 名古屋市瑞穂区豊岡通３丁目２４番の２地先（瑞穂公園交差点）
23777216k 愛知 市道（政令市） 岩井町線 名古屋市中区門前町２０４番地先（大須交差点）
24553001t 三重 一般国道（指定区間）1号 桑名市市境～桑名市大字福島字甚内459-3
24553002t 三重 一般国道（指定区間）1号 三重郡朝日町大字小向694-25～320-1
24553003t 三重 一般国道（指定区間）1号 鈴鹿郡関町大字市ノ瀬字西沖～字権現沖
24553004t 三重 一般国道（指定区間）23号 津市栗真町屋町字松本３３９～４８０
24553005t 三重 一般国道（指定区間）25号 三重県鈴鹿郡関町大字加太越川字下組～関町大字加太越川字下組
24553006t 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県松阪市鎌田町字南出110-1～字南沖224-6
24553007t 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県度会郡紀勢町柏野岩船橋南～柏野字柿ノ谷1669-4
24553008t 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県度会郡大内山村川口～三重県北牟婁郡紀伊長島町東長島
24553009t 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県尾鷲市大字南浦字座ノ下隠谷3763-3～3756-3
24553010t 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県南牟婁郡紀宝町成川字寺ノ前628-4～字渡シノ上826-1
24243011t 三重 一般国道（指定区間外）163号 島ヶ原村字切下6709-6地先～字丸山6375-5地先
24243012t 三重 一般国道（指定区間外）163号 上野市小田町791-1地先～小田町256-1地先
24243013t 三重 一般国道（指定区間外）165号 名張市安部田1946地先～安部田3587地先
24243014t 三重 一般国道（指定区間外）165号 上野市比土字三谷4196-25地先～青山町羽根字中切1358地先
24243015t 三重 一般国道（指定区間外）421号 桑名市西別所246地先～蓮花寺881-3地先
24243016t 三重 一般国道（指定区間外）422号 上野市古郡347地先～上神戸200-1地先
24244017t 三重 主要地方道（県道） 伊勢磯部線 伊勢市宇治館町岩井田山672-1地先
24244018t 三重 主要地方道（県道） 伊勢磯部線 伊勢市宇治館町岩井田山672-1地先
24244019t 三重 主要地方道（県道） 上野大山田線 上野市忍町2653地先～恵美須町1625-2地先
24244020t 三重 主要地方道（県道） 上野名張線 名張市東町1790-4地先～上八町1643地先
24553021k 三重 一般国道（指定区間）1号 三重県桑名郡長島町大字押付（押付交差点）
24553022k 三重 一般国道（指定区間）1号 桑名市大字上之輪新田（中堤口交差点）
24553023k 三重 一般国道（指定区間）1号 桑名市有楽町（八間交差点）
24553024k 三重 一般国道（指定区間）1号 桑名市寿町二丁目（寿町二交差点）
24553025k 三重 一般国道（指定区間）1号 四日市市中部（中部交差点）
24553026k 三重 一般国道（指定区間）1号 四日市市小古曽東三丁目（内部橋北詰交差点）
24553027k 三重 一般国道（指定区間）1号 四日市市釆女町（釆女北交差点）
24553028k 三重 一般国道（指定区間）1号 亀山市川合町（川合町交差点）
24553029k 三重 一般国道（指定区間）23号 鈴鹿市寺家五丁目（寺家五交差点）
24553030k 三重 一般国道（指定区間）23号 津市江戸橋一丁目（江戸橋北詰交差点）
24553031k 三重 一般国道（指定区間）23号 津市中央（三重会館前交差点）
24553032k 三重 一般国道（指定区間）23号 津市丸之内（岩田橋北詰交差点）
24553033k 三重 一般国道（指定区間）23号 津市南中央（南中央交差点）
24553034k 三重 一般国道（指定区間）23号 三重県度会郡御薗村大字長屋（長屋１交差点）
24553035k 三重 一般国道（指定区間）23号 伊勢市楠部町（楠部町交差点）
24553036k 三重 一般国道（指定区間）23号 桑名市大字小貝須（地蔵交差点）
24553037k 三重 一般国道（指定区間）23号 四日市市海山道町１丁目（海山道１交差点）
24553038k 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県松阪市大塚町（大塚町交差点）
24553039k 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県松阪市宮町（宮町交差点）
24553040k 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県多気郡勢和村丹生（おきん茶屋交差点）
24553041k 三重 一般国道（指定区間）42号 三重県尾鷲市上野町（尾鷲病院前交差点）
24243042k 三重 一般国道（指定区間外）25号 阿山郡伊賀町西之沢１６－１（ファミリーマート前交差点）
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24243043k 三重 一般国道（指定区間外）25号 上野市丸ノ内１５１－３地先（上野郵便局前交差点）
24243044k 三重 一般国道（指定区間外）25号 上野市丸ノ内５７－２地先（丸之内交番前交差点）
24243045k 三重 一般国道（指定区間外）163号 上野市小田町２００９－１地先（新長田橋東詰交差点）
24243046k 三重 一般国道（指定区間外）165号 名張市蔵持町原出１３００－２地先（桔梗が丘センター前交差点）
24243047k 三重 一般国道（指定区間外）165号 名賀郡青山町阿保２９地先（阿保橋北詰交差点）
24243048k 三重 一般国道（指定区間外）167号 志摩郡阿児町鵜方４０１５地先（賢島口交差点）
24243049k 三重 一般国道（指定区間外）477号 四日市市川島町６５０６－３地先（神前橋南詰交差点）
24244050k 三重 主要地方道（県道） 四日市鈴鹿環状線 四日市市波木町１１０２－９地先（栗本理容店前交差点）
24244051k 三重 主要地方道（県道） 四日市鈴鹿環状線 鈴鹿市神戸３丁目１３地先（旧鈴鹿警察署前交差点）
24244052k 三重 主要地方道（県道） 久居美杉線 久居市中町１５０－１３地先（中町交差点）
24244053k 三重 主要地方道（県道） 松阪久居線 松阪市川井町２６３２地先（川井町3交差点）
24244054k 三重 主要地方道（県道） 嬉野美杉線 一志郡嬉野町大字下之庄５－２地先（下之庄交差点）
24244055k 三重 主要地方道（県道） 伊勢磯部線 伊勢市岡本１丁目９地先（岡本南交差点）
24244056k 三重 主要地方道（県道） 亀山鈴鹿線 鈴鹿市白子町２９２９－４地先（白子スイミング東側交差点）
24244057k 三重 主要地方道（県道） 上野大山田線 上野市緑ヶ丘南町３９２８－１地先（東小学校前交差点）
24244058k 三重 主要地方道（県道） 松阪一志線 一志郡一志町大字八太１００９－１地先（八太交差点）
24246059k 三重 一般県道 四日市菰野大安線 員弁郡大安町石榑東２０１１－６地先（石榑東交差点）
24246060k 三重 一般県道 嬉野津線 一志郡嬉野町大字小村５７３地先（三浦石油前交差点）
24246061k 三重 一般県道 桑名港線 桑名市入江葭町６２地先（外堀交差点）
24246062k 三重 一般県道 桑名港線 桑名市中央町３丁目６９地先（中央自動車前交差点）
24246063k 三重 一般県道 福島城南線 桑名市大字大福５１２－１地先（（株）アオイ自動車前交差点）
24246064k 三重 一般県道 三雲久居線 一志郡三雲町大字小舟江２３地先（柘植交差点）
24246065k 三重 一般県道 御麻生園豊原線 松阪市豊原町９９３地先（豊原南交差点）
25563001t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 草津市東草津2丁目2～草津市東草津2丁目3
25563002t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 草津市矢倉2丁目1～草津市矢倉2丁目6
25563003t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 草津市野路町茶屋後1148～南笠町平野3
25563004t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市月輪2丁目20～大津市月輪2丁目19
25563005t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市月輪2丁目1～大津市一里山1丁目18
25563006t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市一里山1丁目10～大津市一里山1丁目9
25563007t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市大江3丁目5～大津市大江3丁目28
25563008t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市別保2丁目1～大津市別保2丁目1
25563009t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市秋葉台9～大津市秋葉台6
25563010t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市秋葉台6-655～大津市秋葉台6-769
25563011t 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市秋葉台5～大津市相模町1-748
25563012t 滋賀 一般国道（指定区間）161号 高島郡マキノ町大字海津字追坂～高島郡マキノ町大字海津字北ノ端
25563013t 滋賀 一般国道（指定区間）161号 高島郡高島町大字鵜川字宮ノ前～高島郡高島町大字鵜川字出山
25563014t 滋賀 一般国道（指定区間）161号 滋賀郡志賀町北小松字村ノ内261～滋賀郡志賀町北小松字宮ノ南431
25563015t 滋賀 一般国道（指定区間）161号 大津市今堅田2丁目38～大津市本堅田4丁目16
25563016t 滋賀 一般国道（指定区間）161号 大津市本堅田4丁目16～大津市本堅田3丁目9
25563017t 滋賀 一般国道（指定区間）161号 大津市中央1丁目6～大津市中央1丁目5
25253018t 滋賀 一般国道（指定区間外）307号 日野町安部居～日野町安部居
25253019t 滋賀 一般国道（指定区間外）477号 大津市真野大野２丁目～大津市伊香立向在地町
25254020t 滋賀 主要地方道（県道） 大津南郷宇治線 大津市大石曽束町５丁目１～大津市大石曽束町
25256021t 滋賀 一般県道 近江八幡大津線 守山市木浜町字中島２３０１～守山市木浜町字中島３０８８
25256022t 滋賀 一般県道 近江八幡大津線 草津市下物町～草津市下寺町
25256023t 滋賀 一般県道 近江八幡大津線 草津市志那中町字南浮舟１５０９－１～草津市志那町字コドロ２９６５－１
25256024t 滋賀 一般県道 近江八幡大津線 草津市北山田町字高砂２９６０－２～草津市北山田町郡西１３２１－１
25256025t 滋賀 一般県道 近江八幡大津線 大津市萱野浦３３０４－１５～大津市萱野浦３３０４－２９
25563026k 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市野路町玉水1151（南田山交差点）
25563027k 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市別保３丁目（別保3丁目交差点）
25563028k 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市秋葉台1-747（相模町交差点）
25563029k 滋賀 一般国道（指定区間）1号 大津市逢坂１丁目（逢坂1丁目交差点）
25563030k 滋賀 一般国道（指定区間）8号 長浜市川崎町字久保町288（川崎交差点）
25563031k 滋賀 一般国道（指定区間）8号 長浜市宮司町字三十一1138（八幡東交差点）
25563032k 滋賀 一般国道（指定区間）8号 彦根市外町字外234（外町交差点）
25563033k 滋賀 一般国道（指定区間）161号 大津市浜大津１丁目（大津港口交差点）
25253034k 滋賀 一般国道（指定区間外）422号 大津市松原町１０－３２（松原国道口交差点）
25254035k 滋賀 主要地方道（県道） 彦根停車場線 彦根市旭町７－１７（旭町交差点）
25254036k 滋賀 主要地方道（県道） 彦根八日市甲西線 八日市市建部北町５３５－１８（八千代橋南詰）
25254037k 滋賀 主要地方道（県道） 彦根八日市甲西線 八日市市金屋二丁目（金屋交差点）
25254038k 滋賀 主要地方道（県道） 大津守山近江八幡線 草津市志那中町８－６（志那中町交差点）
25254039k 滋賀 主要地方道（県道） 草津守山線 守山市三宅町２４５－８（金森町西交差点）
25254040k 滋賀 主要地方道（県道） 木之本長浜線 長浜市祇園町１３８（祇園町交差点）
25256041k 滋賀 一般県道 石山停車場線 大津市栄町4-5
25256042k 滋賀 一般県道 赤野井守山線 守山市守山六丁目17-32
25256043k 滋賀 一般県道 八坂高宮線 彦根市宇尾町４００－１６（宇尾大橋）
25259044k 滋賀 市道 彦根口河瀬駅線 彦根市竹ヶ鼻町１６０－３（春日大橋）
26563001t 京都 一般国道（指定区間）1号 京都市山科区西野楳本町１２７番～京都市山科区川田前畑町１番
26563002t 京都 一般国道（指定区間）1号 京都市山科区上花山旭山町～京都市山科区上花山旭山町
26563003t 京都 一般国道（指定区間）1号 京都市伏見区中島鳥羽離宮町３６番～京都市伏見区中島鳥羽離宮町６４番
26563004t 京都 一般国道（指定区間）9号 京都市西京区樫原秤谷町４８番～京都市西京区樫原芋峠４４番８号
26563005t 京都 一般国道（指定区間）9号 京都市西京区大枝沓掛町２４番２号～京都市西京区大枝沓掛町１番１７号
26563006t 京都 一般国道（指定区間）9号 船井郡園部町小山東町小字今北１５番２号～船井郡園部町美園町七号４番２号
26563007t 京都 一般国道（指定区間）9号 福知山市大字岩井小字大津江～小字竹ｹ尻
26563008t 京都 一般国道（指定区間）24号 京都市伏見区深草出羽屋敷町２３番６号～京都市伏見区撞木町１１４８番１号
26563009t 京都 一般国道（指定区間）24号 京都市伏見区向島丸町８１番８号～伏見区向島鷹場町７４番１号
26563010t 京都 一般国道（指定区間）24号 宇治市槇島町清水１００番１号～宇治市槇島町千足９３番２号
26563011t 京都 一般国道（指定区間）24号 宇治市槇島町三十五４６番３号～宇治市槇島町二十四５６番４号
26563012t 京都 一般国道（指定区間）27号 舞鶴市大字鹿原小字札垣～大字小倉小字宮ノ前
26263013t 京都 一般国道（指定区間外）162号 北桑田郡京北町細野上之町２１番地の３～北桑田郡京北町細野小字不動ヶ谷３番地の２
26263014t 京都 一般国道（指定区間外）175号 福知山市岩間３４番地の２～福知山市岩間８番地
26264015t 京都 主要地方道（府道） 大津南郷宇治線 宇治市槙島町六石山～宇治市金井戸
26264016t 京都 主要地方道（府道） 大津南郷宇治線 宇治市金井戸７番地の１４～宇治市金井戸７番地
26264017t 京都 主要地方道（府道） 八幡木津線 京田辺市薪茶屋前７番地～京田辺市薪茶屋前２３番地の１７
26264018t 京都 主要地方道（府道） 城陽宇治線 城陽市寺田垣内後42-1～城陽市寺田垣内後48
26264019t 京都 主要地方道（府道） 城陽宇治線 城陽市平川横道６番地の１～城陽市平川横道５６番地
26264020t 京都 主要地方道（府道） 城陽宇治線 城陽市平川茶屋裏～城陽市平川室木
26264021t 京都 主要地方道（府道） 城陽宇治線 宇治市大久保町大竹～宇治市大久保町上ノ山
26783022t 京都 一般国道（指定区間外）162号 京都市右京区梅ヶ畑川東３４番地の１～京都市右京区梅ケ畑川東２９番地
26784023t 京都 主要地方道（府道） 京都宇治線 京都市伏見区桃山町遠山～京都市伏見区桃山町西尾
26784024t 京都 主要地方道（府道） 京都宇治線 宇治市六地蔵９番地～宇治市六地蔵９番地
26784025t 京都 主要地方道（府道） 下鴨京都停車場線 京都市中京区米屋町～京都市下京区真町
26784026t 京都 主要地方道（府道） 下鴨京都停車場線 京都市下京区真町～京都市下京区順風町
26784027t 京都 主要地方道（府道） 大津淀線 京都市山科区大宅鳥井脇町～京都市山科区大宅神納町
26785028t 京都 主要地方道（市道） 衣笠宇多野線 京都市北区衣笠衣笠山町～京都市右京区龍安寺御陵ノ下町
26786029t 京都 一般府道 二条停車場嵐山線 京都市右京区太秦下刑部町１４番地の１～京都市右京区太秦下刑部町１７番地の７
26786030t 京都 一般府道 太秦上桂線 京都市右京区太秦荒木町～京都市右京区太秦樋ノ内町
26787031t 京都 市道（政令市） 外環状線 京都市伏見区石田森東町２５番地の１～京都市伏見区石田森南町３２番地の１
26563032k 京都 一般国道（指定区間）1号 京都市山科区上花山久保町１０番６号(新大石道交差点)
26563033k 京都 一般国道（指定区間）1号 京都市東山区今熊野阿弥陀ｹ峰町
26563034k 京都 一般国道（指定区間）1号 京都市伏見区上鳥羽火打形町４０番２号
26563035k 京都 一般国道（指定区間）1号 京都市伏見区下鳥羽広長町5番１号（大手筋交差点）
26563036k 京都 一般国道（指定区間）9号 京都市右京区西京極野田町１番（五条天神川交差点）
26563037k 京都 一般国道（指定区間）9号 京都市西京区御陵内町３番６号
26563038k 京都 一般国道（指定区間）9号 京都市西京区樫原秤谷町２７番２号（樫原秤谷交差点）
26563039k 京都 一般国道（指定区間）9号 亀岡市安町小屋場２８号２番（加塚交差点）
26563040k 京都 一般国道（指定区間）9号 船井郡丹波町大字須和小字四ﾉ坪８番１号
26563041k 京都 一般国道（指定区間）24号 京都市南区東九条河西町１番地（川原町九条交差点）
26563042k 京都 一般国道（指定区間）24号 京都市南区東九条柳下町５２番（竹田街道十条交差点）
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26563043k 京都 一般国道（指定区間）24号 京都市伏見区向島庚甲町１２８番
26563044k 京都 一般国道（指定区間）24号 宇治市槇島町弐拾四５６番６号
26563045k 京都 一般国道（指定区間）24号 宇治市槇島町１１番４２号
26563046k 京都 一般国道（指定区間）24号 城陽市富野野路池５８番３号（富野交差点）
26563047k 京都 一般国道（指定区間）27号 綾部市大字下八田小字角田20
26563048k 京都 一般国道（指定区間）163号 相楽郡木津町大字相楽字川ノ尻９３番２号（川ノ尻交差点）
26563049k 京都 一般国道（指定区間）171号 京都市南区吉祥院石原開町２番２号
26563050k 京都 一般国道（指定区間）171号 京都市南区久世川原町１２２番
26563051k 京都 一般国道（指定区間）171号 京都市南区久世殿城町７３０番（中久世交差点）
26563052k 京都 一般国道（指定区間）171号 京都市南区久世殿城町４３３号（久世殿城交差点）
26563053k 京都 一般国道（指定区間）171号 京都市南区久世東土川町２３番３号（東土川交差点）
26563054k 京都 一般国道（指定区間）171号 京都市伏見区羽束師菱川町１７２番（菱川交差点）
26563055k 京都 一般国道（指定区間）171号 長岡京市大字馬場字六ノ坪４番（馬場交差点）
26263056k 京都 一般国道（指定区間外）307号 綴喜郡宇治田原町郷ノ口中島4-1
26264057k 京都 主要地方道（府道） 福知山綾部線 福知山市堀蛇ヶ端２７５０番地（松縄手交差点）
26264058k 京都 主要地方道（府道） 宇治淀線 宇治市神明宮北10
26264059k 京都 主要地方道（府道） 八幡木津線 相楽郡精華町菅井西山48-3
26264060k 京都 主要地方道（府道） 亀岡園部線 亀岡市古世町西内坪9-4
26264061k 京都 主要地方道（府道） 城陽宇治線 城陽市寺田新池179
26264062k 京都 主要地方道（府道） 城陽宇治線 城陽市寺田高田2
26264063k 京都 主要地方道（府道） 城陽宇治線 城陽市寺田垣内後21-4
26264064k 京都 主要地方道（府道） 城陽宇治線 城陽市平川横道３９番地（久津川交差点）
26783065k 京都 一般国道（指定区間外）162号 京都市右京区西院西貝川町３５番地の４
26783066k 京都 一般国道（指定区間外）162号 京都市右京区西院笠目町３０番地（天神川四条交差点）
26783067k 京都 一般国道（指定区間外）162号 京都市右京区太秦下角田町１８番地（天神川三条交差点）
26783068k 京都 一般国道（指定区間外）162号 京都市右京区太秦安井松本町１１番地の５（天神川御池交差点）
26783069k 京都 一般国道（指定区間外）162号 京都市右京区太秦森ケ東町３０番地の５
26783070k 京都 一般国道（指定区間外）162号 京都市右京区常盤古御所町９番地の８
26783071k 京都 一般国道（指定区間外）162号 京都市右京区常盤森町８番地（双ヶ丘交差点）
26783072k 京都 一般国道（指定区間外）367号 京都市中京区虎屋町５６０番地（烏丸御池交差点）
26783073k 京都 一般国道（指定区間外）367号 京都市中京区大倉町１９７番地（烏丸丸太町交差点）
26783074k 京都 一般国道（指定区間外）367号 京都市上京区今出川町３２９番地（烏丸今出川交差点）
26783075k 京都 一般国道（指定区間外）367号 京都市左京区高野竹屋町５番地（高野橋東詰交差点）
26784076k 京都 主要地方道（府道） 宇多野嵐山山田線 京都市右京区鳴滝本町３５番地
26784077k 京都 主要地方道（府道） 宇多野嵐山山田線 京都市右京区梅津大縄場町６番地の３１（罧原堤四条交差点）
26784078k 京都 主要地方道（府道） 宇多野嵐山山田線 京都市西京区嵐山宮ノ前町４９番地の１（松尾大社交差点）
26784079k 京都 主要地方道（府道） 下鴨大津線 京都市左京区下鴨松原町５番地
26784080k 京都 主要地方道（府道） 下鴨大津線 京都市左京区田中里ノ前町５５番地の１（田中里ノ前交差点）
26784081k 京都 主要地方道（府道） 西陣杉坂線 京都市上京区南上善寺町１４６番地の１（千本今出川交差点）
26784082k 京都 主要地方道（府道） 下鴨京都停車場線 京都市左京区下鴨宮河町６２番地の１（葵橋東詰交差点）
26784083k 京都 主要地方道（府道） 下鴨京都停車場線 京都市上京区青竜町１９７番地（葵橋西詰交差点）
26784084k 京都 主要地方道（府道） 下鴨京都停車場線 京都市上京区大宮町３１８番地（河原町今出川交差点）
26784085k 京都 主要地方道（府道） 下鴨京都停車場線 京都市上京区高島町３３５番地（河原町丸太町交差点）
26784086k 京都 主要地方道（府道） 下鴨京都停車場線 京都市中京区清水町３６０番地（河原町二条交差点）
26784087k 京都 主要地方道（府道） 下鴨京都停車場線 京都市中京区下丸屋町３９０番地の１（河原町御池交差点）
26784088k 京都 主要地方道（府道） 大津淀線 京都市伏見区京町10丁目２３番地の１
26784089k 京都 主要地方道（府道） 大津淀線 京都市伏見区西大手町３１２番地の１（竹田街道大手筋交差点）
26784090k 京都 主要地方道（府道） 二条停車場東山三条線 京都市中京区西ノ京職司町２９番地（二条駅前交差点）
26784091k 京都 主要地方道（府道） 二条停車場東山三条線 京都市中京区西ノ京北聖町１９番地の８（千本押小路交差点）
26784092k 京都 主要地方道（府道） 二条停車場東山三条線 京都市中京区二条城町５４１番地（堀川押小路交差点）
26784093k 京都 主要地方道（府道） 二条停車場東山三条線 京都市中京区上樵木町５０４番地（木屋町御池交差点）
26784094k 京都 主要地方道（府道） 二条停車場東山三条線 京都市左京区孫橋町２９番地（川端御池交差点）
26784095k 京都 主要地方道（府道） 二条停車場東山三条線 京都市東山区西海子町３６番地（東山三条交差点）
26784096k 京都 主要地方道（府道） 京都広河原美山線 京都市下京区唐津屋町５４７番地の１（四条堀川交差点）
26784097k 京都 主要地方道（府道） 京都広河原美山線 京都市上京区上堀川町１４５番地（堀川丸太町交差点）
26784098k 京都 主要地方道（府道） 京都広河原美山線 京都市北区紫野西御所田町３７番地（堀川北大路交差点）
26785099k 京都 主要地方道（市道） 京都環状線 京都市左京区聖護院山王町４３番地の９（東山丸太町交差点）
26785100k 京都 主要地方道（市道） 京都環状線 京都市左京区田中門前町１番地の３９（百万遍交差点）
26785101k 京都 主要地方道（市道） 京都環状線 京都市左京区高野東開町２３番地（高野交差点）
26785102k 京都 主要地方道（市道） 京都環状線 京都市北区北野上白梅町６４番地（北野白梅町交差点）
26785103k 京都 主要地方道（市道） 京都環状線 京都市中京区西ノ京円町１０番地の１（円町交差点）
26785104k 京都 主要地方道（市道） 京都環状線 京都市中京区西ノ京東中合町４８番地（西大路御池交差点）
26785105k 京都 主要地方道（市道） 京都環状線 京都市下京区西七条北衣田町６３番地（西大路七条交差点）
26785106k 京都 主要地方道（市道） 衣笠宇多野線 京都市右京区御室竪町２５番地の２（仁和寺前交差点）
26785107k 京都 主要地方道（市道） 宇多野吉祥院線 京都市右京区常盤東ノ町２３番地
26785108k 京都 主要地方道（市道） 勧修寺日ノ岡線 京都市山科区北花山寺内町１５番地の２
26785109k 京都 主要地方道（市道） 嵐山祇園線 京都市右京区梅津段町４９番地（梅津段町交差点）
26785110k 京都 主要地方道（市道） 嵐山祇園線 京都市東山区川端町１９２番地（四条大橋交差点）
26785111k 京都 主要地方道（市道） 嵐山祇園線 京都市東山区祇園町北側２９３番地（祇園交差点）
26785112k 京都 主要地方道（市道） 鹿ケ谷嵐山線 京都市上京区小山町８６９番地（千本丸太町交差点）
26786113k 京都 一般府道 銀閣寺宇多野線 京都市左京区田中下柳町３１番地（川端今出川交差点）
26786114k 京都 一般府道 高野修学院山端線 京都市左京区山端川端町１１番地
26786115k 京都 一般府道 岩倉山端線 京都市左京区上高野仲町９番地
26786116k 京都 一般府道 二条停車場嵐山線 京都市中京区壬生朱雀町２５番地の２（千本三条交差点）
26786117k 京都 一般府道 二条停車場嵐山線 京都市中京区西ノ京島ノ内町２２番地（三条西小路交差点）
26786118k 京都 一般府道 二条停車場嵐山線 京都市右京区太秦蜂岡町２９番地
26786119k 京都 一般府道 二条停車場嵐山線 京都市右京区太秦蜂岡町３６番地の２（太秦交差点）
26786120k 京都 一般府道 梅津東山七条線 京都市下京区御器屋町５３番地の２（七条大宮交差点）
26786121k 京都 一般府道 伏見港京都停車場線 京都市南区東九条中御霊町４９番地の１（大石橋交差点）
26786122k 京都 一般府道 伏見港京都停車場線 京都市南区東九条西山王町３１番地（竹田街道八条交差点）
26786123k 京都 一般府道 伏見港京都停車場線 京都市伏見区菊屋町８３６番地
26786124k 京都 一般府道 伏見港京都停車場線 京都市伏見区鳥羽町６９８番地の１
26786125k 京都 一般府道 渋谷山科停車場線 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町４１番地
26786126k 京都 一般府道 渋谷山科停車場線 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町２４番地（外環三条交差点）
26786127k 京都 一般府道 小野山科停車場線 京都市山科区椥辻平田町１８４番地
26786128k 京都 一般府道 勧修寺今熊野線 京都市東山区今熊野池田町４番地の１４（今熊野交差点）
26786129k 京都 一般府道 灰方中山線 京都市西京区大枝北福西町１丁目（境谷大橋東詰交差点）
26786130k 京都 一般府道 四ノ宮四ツ塚線 京都市南区東九条南烏丸町３２番地の７（九条烏丸交差点）
26786131k 京都 一般府道 中山稲荷線 京都市南区吉祥院石原京道町３番地
26786132k 京都 一般府道 伏見向日線 京都市伏見区竹田鳥羽殿町９番地（油小路津知橋交差点）
26786133k 京都 一般府道 中山向日線 京都市西京区大枝東長町１番地の１３９
27563001t 大阪 一般国道（指定区間）1号 枚方市須山町82番～枚方市堂山町3丁目45番1号
27563002t 大阪 一般国道（指定区間）1号 枚方市星ヶ丘2丁目6番～枚方市星ヶ丘1丁目1番1号
27563003t 大阪 一般国道（指定区間）1号 都島区東野田町2丁目9番10号～都島区東野田町2丁目9番4号
27563004t 大阪 一般国道（指定区間）25号 八尾市南太子堂2丁目1番59号～八尾市南太子堂2丁目1番55号
27563005t 大阪 一般国道（指定区間）25号 阿倍野区天王寺町北2丁目2番4号～阿倍野区天王寺町北1番9号
27563006t 大阪 一般国道（指定区間）25号 浪速区敷津東2丁目5番11号～浪速区敷津東2丁目5番19号
27563007t 大阪 一般国道（指定区間）26号 浪速区大国1丁目11番23号～浪速区大国1丁目11番2号
27563008t 大阪 一般国道（指定区間）26号 高石市西取石6丁目6番49号～高石市西取石6丁目6番70号
27563009t 大阪 一般国道（指定区間）26号 高石市西取石8丁目4番14号～高石市西取石8丁目4番20号
27563010t 大阪 一般国道（指定区間）26号 阪南市舞1丁目429番～阪南市舞1丁目29番25号
27563011t 大阪 一般国道（指定区間）171号 高槻市川西町2丁目9番～高槻市川西町2丁目10番
27563012t 大阪 一般国道（指定区間）176号 池田市石橋3丁目4番6号～池田市石橋3丁目4番14号
27273013t 大阪 一般国道（指定区間外）168号 交野市私市9丁目１６番～２２９１番
27273014t 大阪 一般国道（指定区間外）170号 枚方市出口1丁目１番１８号～３２号
27273015t 大阪 一般国道（指定区間外）170号 東大阪市西石切町1丁目８番～８番
27273016t 大阪 一般国道（指定区間外）309号 松原市三宅西3丁目２３７番～２７０番
27273017t 大阪 一般国道（指定区間外）309号 富田林市南大伴町4丁目～山中田町2丁目
27273018t 大阪 一般国道（指定区間外）310号 堺市百舌鳥町6丁９２１番～９２１番
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27273019t 大阪 一般国道（指定区間外）310号 大阪狭山市茱萸木6丁目７８１番～１９２１番
27273020t 大阪 一般国道（指定区間外）310号 河内長野市原町８１番～８１番
27273021t 大阪 一般国道（指定区間外）371号（新） 河内長野市喜多町１９７番～１９７番
27273022t 大阪 一般国道（指定区間外）371号（新） 河内長野市清水３７２番～２４９番
27273023t 大阪 一般国道（指定区間外）371号（新） 河内長野市天見23番～2452番
27273024t 大阪 一般国道（指定区間外）371号（新） 河内長野市天見1506番～1453番
27274025t 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 吹田市片山町3丁目３１番～３１番
27274026t 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 吹田市千里丘上２番～２番
27274027t 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 茨木市上穂積2丁目３番～３番
27274028t 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 茨木市上穂積2丁目1番～10番
27274029t 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 門真市下馬伏１０１１番～１０１１番
27274030t 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 寝屋川市下木田町１７番３号～３号
27274031t 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 堺市鳳東町7丁７３３番～８３８番
27274032t 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 岸和田市下松町７７８番～７９７番
27274033t 大阪 主要地方道（府道） 堺羽曳野線 羽曳野市野７８番～３３５番
27274034t 大阪 主要地方道（府道） 堺羽曳野線 羽曳野市樫山～向野3丁目
27274035t 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 大東市南郷町78番1～78番1
27274036t 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 大東市南郷町104番3～71番3
27274037t 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 大東市氷野2丁目４番～４番
27274038t 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 大東市寺川3丁目５番～８番
27274039t 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 豊中市北緑丘1丁目～箕面市牧落3丁目
27274040t 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市牧落3丁目20番～２０番
27274041t 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市牧落3丁目14番～１４番
27274042t 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市牧落3丁目1番～１番
27274043t 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市西小路3丁目１番～１番
27274044t 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市西小路3丁目～箕面5丁目
27274045t 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線（旧） 八尾市植松町5丁目７番～７番
27274046t 大阪 主要地方道（府道） 枚方交野寝屋川線 枚方市春日西町1丁目８番６～２０番１
27274047t 大阪 主要地方道（府道） 枚方交野寝屋川線 枚方市東香里園南町２番～２番
27274048t 大阪 主要地方道（府道） 枚方交野寝屋川線 寝屋川市明徳1丁目１４番～１４番
27274049t 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市天之川町2番75～75
27274050t 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市天之川町2番75～2番55
27274051t 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市新町1丁目6番～6番
27274052t 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市新町1丁目13番～13番
27274053t 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市菱江1丁目５番～５番
27274054t 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市菱屋東４６８番～４６８番
27274055t 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市荒本西１丁目１１番～１１番
27274056t 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市御厨東1丁目14番～14番
27274057t 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市御厨東1丁目9番～9番
27274058t 大阪 主要地方道（府道） 大阪東大阪線 東大阪市宝持1丁目９番～９番
27274059t 大阪 主要地方道（府道） 岸和田港塔原線 岸和田市土生町１８３８番～１８３８番
27276060t 大阪 一般府道 吹田箕面線 吹田市千里山竹園2丁目２３番～２４番
27276061t 大阪 一般府道 大阪八尾線 東大阪市岸田堂西2丁目４番５号～１６号
27276062t 大阪 一般府道 八尾道明寺線 八尾市青山町4丁目２番～２番
27276063t 大阪 一般府道 大堀堺線（新） 松原市阿呆2丁目１２２番～３１１番
27276064t 大阪 一般府道 森屋狭山線 富田林市向陽台2丁目１番～向陽台３丁目１番
27276065t 大阪 一般府道 森屋狭山線 富田林市高辺台1丁目２番～１４番
27276066t 大阪 一般府道 森屋狭山線 大阪狭山市金剛2丁目～半田6丁目
27276067t 大阪 一般府道 堺阪南線 岸和田市磯上町4丁目６番～６番
27793068t 大阪 一般国道（指定区間外）309号 平野区喜連西６丁目２番４７号～平野区喜連西６丁目２番６５号
27794069t 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 城東区今福東２丁目７番１９号～城東区今福東２丁目７番２８号
27794070t 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 阿倍野区阿倍野筋３丁目５番１８号～阿倍野区阿倍野筋３丁目５番２１号
27794071t 大阪 主要地方道（府道） 大阪伊丹線 淀川区十三元今里３丁目１番６６号～淀川区十三元今里３丁目１番７２号
27794072t 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線 住吉区長居東４丁目１番１２号～住吉区長居２丁目１番２８号
27794073t 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻線 淀川区十三本町１丁目６番５号～淀川区十三本町１丁目６番１２号
27795074t 大阪 主要地方道（市道） 大阪環状線 生野区田島２丁目１番１９号～生野区田島２丁目１番２６号
27796075t 大阪 一般府道 恵美須南森町線 中央区島之内２丁目１４番１１号～中央区島之内２丁目１４番２４号
27563076k 大阪 一般国道（指定区間）1号 枚方市長尾家具町1丁目(家具団地前交差点)
27563077k 大阪 一般国道（指定区間）1号 枚方市北山1丁目(招提交差点)
27563078k 大阪 一般国道（指定区間）1号 枚方市出屋敷西町2丁目(国道田口交差点)
27563079k 大阪 一般国道（指定区間）1号 枚方市池之宮1丁目(池之宮北交差点)
27563080k 大阪 一般国道（指定区間）1号 枚方市東田宮2丁目(天の川交差点)
27563081k 大阪 一般国道（指定区間）1号 枚方市走谷2丁目(走谷2丁目交差点)
27563082k 大阪 一般国道（指定区間）1号 寝屋川市点野2丁目(点野東交差点)
27563083k 大阪 一般国道（指定区間）1号 守口市大日町2丁目(大日交差点)
27563084k 大阪 一般国道（指定区間）1号 北区西天満3丁目(堀川橋東詰・堀川橋西詰交差点)
27563085k 大阪 一般国道（指定区間）2号 北区曽根崎新地1丁目(桜橋東交差点)
27563086k 大阪 一般国道（指定区間）2号 福島区福島3丁目(福島西通交差点)
27563087k 大阪 一般国道（指定区間）2号 西淀川区姫里1丁目(野里交差点)
27563088k 大阪 一般国道（指定区間）25号 八尾市跡部南の町1丁目(跡部南の町1丁目交差点)
27563089k 大阪 一般国道（指定区間）25号 八尾市南亀井町2丁目(亀井東・亀井西交差点)
27563090k 大阪 一般国道（指定区間）25号 平野区平野元町2番(平野東口交差点)
27563091k 大阪 一般国道（指定区間）25号 阿倍野区天王寺町北3丁目(源ヶ橋交差点)
27563092k 大阪 一般国道（指定区間）25号 阿倍野区天王寺町南1丁目(鉄道病院前交差点)
27563093k 大阪 一般国道（指定区間）25号 天王寺区大道2丁目(北河堀交差点)
27563094k 大阪 一般国道（指定区間）25号 中央区道頓堀2丁目(道頓堀橋南詰交差点)
27563095k 大阪 一般国道（指定区間）25号 中央区南船場3丁目(新橋交差点)
27563096k 大阪 一般国道（指定区間）25号 北区中之島2丁目(大江橋南詰交差点)
27563097k 大阪 一般国道（指定区間）26号 住之江区浜口東2丁目(住吉公園前交差点)
27563098k 大阪 一般国道（指定区間）26号 住之江区西住之江2丁目(北島交差点)
27563099k 大阪 一般国道（指定区間）26号 堺市浜寺船尾町東2丁(船尾町東2丁交差点)
27563100k 大阪 一般国道（指定区間）26号 堺市浜寺南町3丁(浜寺南町3丁交差点)
27563101k 大阪 一般国道（指定区間）26号 堺市鳳西町1丁66番1号(鳳西町交差点)
27563102k 大阪 一般国道（指定区間）26号 堺市鳳西町1丁92番1号(鳳西町2丁交差点)
27563103k 大阪 一般国道（指定区間）26号 和泉市葛の葉町203番1号(葛の葉町南交差点)
27563104k 大阪 一般国道（指定区間）26号 泉大津市北豊中町2丁目(阪和豊中交差点)
27563105k 大阪 一般国道（指定区間）26号 泉大津市板原16番(板原交差点)
27563106k 大阪 一般国道（指定区間）26号 岸和田市下池田町2丁目(荒木町交差点)
27563107k 大阪 一般国道（指定区間）26号 岸和田市小松里町380番(荒木町南交差点)
27563108k 大阪 一般国道（指定区間）26号 岸和田市西之内町65番30号(西之内町南交差点)
27563109k 大阪 一般国道（指定区間）26号 岸和田市下松町193番(別所町東2号交差点)
27563110k 大阪 一般国道（指定区間）26号 岸和田市土生町2丁目(土生町2丁目交差点)
27563111k 大阪 一般国道（指定区間）26号 貝塚市堤300番(堤北交差点)
27563112k 大阪 一般国道（指定区間）26号 泉佐野市南中安松664番(岡本交差点)
27563113k 大阪 一般国道（指定区間）26号 泉南市信達牧野918番(泉南市役所南交差点)
27563114k 大阪 一般国道（指定区間）26号 泉南市馬場1丁目(砂川変電所前交差点)
27563115k 大阪 一般国道（指定区間）26号 阪南市下出494番(下出北交差点)
27563116k 大阪 一般国道（指定区間）26号 堺市浜寺石津町東2丁(石津町東2丁交差点)
27563117k 大阪 一般国道（指定区間）43号 西成区北津守2丁目(北津守ランプ前交差点)
27563118k 大阪 一般国道（指定区間）43号 港区市岡元町3丁目(市岡元町3丁目交差点)
27563119k 大阪 一般国道（指定区間）43号 西淀川区大野2丁目(大和田西交差点)
27563120k 大阪 一般国道（指定区間）163号 門真市速見町9番20号(試験場入口交差点)
27563121k 大阪 一般国道（指定区間）171号 高槻市松原町2番(八丁畷交差点)
27563122k 大阪 一般国道（指定区間）171号 高槻市桃園町3番27号(桃園町交差点)
27563123k 大阪 一般国道（指定区間）171号 高槻市川西町2丁目1番(高槻橋西詰交差点)
27563124k 大阪 一般国道（指定区間）171号 高槻市大畑町23番3号(大畑町交差点)
27563125k 大阪 一般国道（指定区間）171号 茨木市西河原3丁目(西河原交差点)
27563126k 大阪 一般国道（指定区間）171号 箕面市萱野2丁目(萱野交差点)
27563127k 大阪 一般国道（指定区間）171号 池田市荘園1丁目(天神交差点)
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27563128k 大阪 一般国道（指定区間）171号 池田市住吉1丁目(住吉交差点)
27563129k 大阪 一般国道（指定区間）171号 池田市豊島南1丁目(豊島南1丁目・豊島南1丁目東交差点)
27563130k 大阪 一般国道（指定区間）176号 池田市城南1丁目(城南3丁目交差点)
27563131k 大阪 一般国道（指定区間）176号 豊中市清風荘1丁目(蛍池4丁目北・蛍池4丁目南交差点)
27563132k 大阪 一般国道（指定区間）481号 泉佐野市松原2丁目(空連動松原交差点)
27273133k 大阪 一般国道（指定区間外）166号 羽曳野市白鳥2丁目(白鳥)
27273134k 大阪 一般国道（指定区間外）168号 交野市梅が枝４３番(新天の川橋)
27273135k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 高槻市辻子2丁目(辻子)
27273136k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 寝屋川市松屋町１８番(木屋)
27273137k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 藤井寺市沢田1丁目(沢田南)
27273138k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 富田林市喜志町5丁目(旭ヶ丘)
27273139k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 富田林市錦織２３９６番(廿山南)
27273140k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 河内長野市上原町４７３番(上原町)
27273141k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 和泉市福瀬町３０５号(福瀬町東)
27273142k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 寝屋川市秦町４５番(秦八丁)
27273143k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 岸和田市内畑町２６４番(積川神社前)
27273144k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 泉南郡熊取町野田3丁目(野田派出所西)
27273145k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 泉南郡熊取町紺屋2丁目(紺屋北)
27273146k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 泉南郡熊取町紺屋1丁目(熊取)
27273147k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 大東市寺川5丁目(寺川)
27273148k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 大東市中垣内1丁目(中垣内)
27273149k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 東大阪市善根寺町2丁目(池之端)
27273150k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 東大阪市西石切町2丁目(新石切駅前・東山)
27273151k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 東大阪市六万寺町3丁目(六万寺東)
27273152k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 藤井寺市北條町４番(河内橋南詰)
27273153k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 富田林市若松町5丁目
27273154k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 富田林市本町１６番(常盤町)
27273155k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 富田林市甲田1丁目(北甲田)
27273156k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 富田林市甲田3丁目(川西南)
27273157k 大阪 一般国道（指定区間外）170号 河内長野市長野町２番(本町)
27273158k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東大阪市川俣1丁目(西堤)
27273159k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東大阪市長田中2丁目(長田)
27273160k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東大阪市荒本北１９番(東荒本北・南)
27273161k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東大阪市横枕東２４番(横枕西)
27273162k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東大阪市角田1丁目(河内中野南)
27273163k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東大阪市角田1丁目(角田東)
27273164k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東大阪市今米1丁目(吉田駅前)
27273165k 大阪 一般国道（指定区間外）309号 松原市岡6丁目(丹南)
27273166k 大阪 一般国道（指定区間外）309号 松原市岡1丁目(丹南北)
27273167k 大阪 一般国道（指定区間外）309号 松原市三宅中1丁目１番(阿保２丁目)
27273168k 大阪 一般国道（指定区間外）310号 堺市五月町４番(陵西通)
27273169k 大阪 一般国道（指定区間外）310号 堺市百舌町5丁(中百舌鳥5丁南)
27273170k 大阪 一般国道（指定区間外）310号 堺市中百舌鳥町5丁(中百舌鳥駅前通)
27273171k 大阪 一般国道（指定区間外）310号 堺市中百舌鳥町6丁(中百舌鳥町6丁)
27273172k 大阪 一般国道（指定区間外）310号 堺市新家町６９３番(新家町北)
27273173k 大阪 一般国道（指定区間外）310号 堺市大野芝町５９６番(大野芝)
27273174k 大阪 一般国道（指定区間外）310号 大阪狭山市茱萸木1丁目(亀ノ甲)
27273175k 大阪 一般国道（指定区間外）310号 堺市五月町１６番(一条通)
27273176k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 吹田市江坂町1丁目(広芝町)
27273177k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 箕面市船場西1丁目(船場西1丁目1番・船場東1丁目)
27273178k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 豊中市新千里西町1丁目(新千里東町1丁目)
27273179k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 豊中市新千里北町1丁目(千里緑地東)
27273180k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 吹田泉町1丁目(泉町1丁目)
27273181k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 吹田市内本町1丁目(吹田簡裁前)
27273182k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 吹田市内本町2丁目(内本町2丁目)
27273183k 大阪 一般国道（指定区間外）480号 和泉市府中町1丁目(府中町2丁目)
27273184k 大阪 一般国道（指定区間外）480号 和泉市府中町4丁目(国府小学校前)
27273185k 大阪 一般国道（指定区間外）480号 和泉市府中町4丁目(市立病院東)
27273186k 大阪 一般国道（指定区間外）480号 和泉市室堂町３９番(室堂町北１号･２号)
27273187k 大阪 一般国道（指定区間外）481号 泉佐野市長滝４０６８番(長滝北)
27273188k 大阪 一般国道（指定区間外）481号 泉佐野市長滝３８４０番(長滝北)
27274189k 大阪 主要地方道（府道） 主府（新）大阪高石線 堺市百舌鳥梅町3丁(百舌鳥八幡南)
27274190k 大阪 主要地方道（府道） 主府（新）大阪高槻京都線 茨木市島3丁目(島1丁目)
27274191k 大阪 主要地方道（府道） 主府大阪中央環状線 東大阪市若江西新町4丁目(巨摩橋東・西)
27274192k 大阪 主要地方道（府道） 主府大阪臨海線 貝塚市脇浜3丁目(脇浜西)
27274193k 大阪 主要地方道（府道） 枚方亀岡線 高槻市緑が丘1丁目(緑が丘1丁目)
27274194k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 吹田市泉町2丁目(西の庄町)
27274195k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 吹田市片山町2丁目(出口町)
27274196k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 吹田市片山町3丁目(片山町4丁目)
27274197k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 吹田市原町4丁目(吹田高校前)
27274198k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 吹田市岸部北5丁目(岸部中5丁目)
27274199k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 摂津市千里丘6丁目(千里丘7丁目)
27274200k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 摂津市千里丘5丁目(千里丘小学校前)
27274201k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 摂津市千里丘2丁目
27274202k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 摂津市千里丘2丁目(千里丘)
27274203k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 茨木市中穂積2丁目(弁天下)
27274204k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 茨木市上穂積2丁目(上穂積東町)
27274205k 大阪 主要地方道（府道） 堺大和高田線 堺市新金岡町4丁(新金岡橋)
27274206k 大阪 主要地方道（府道） 堺大和高田線 羽曳野市恵我之荘3丁目(恵我之荘)
27274207k 大阪 主要地方道（府道） 堺大和高田線 藤井寺市小山1丁目(小山)
27274208k 大阪 主要地方道（府道） 堺富田林線 堺市向陵東町1丁(向陵中町)
27274209k 大阪 主要地方道（府道） 堺富田林線 堺市長曽根町３３２番(中百舌鳥町3丁)
27274210k 大阪 主要地方道（府道） 堺富田林線 堺市長曽根町１２３０番(長曽根)
27274211k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 八尾市楠根町4丁目(楠根町4丁目)
27274212k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 八尾市泉町3丁目(幸町)
27274213k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 東大阪市若江本町3丁目(若江南)
27274214k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 東大阪市稲葉1丁目(菱江)
27274215k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 東大阪市東鴻池3丁目(楠見橋)
27274216k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 大東市氷野3丁目(御領南)
27274217k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 門真市江端町８３５番(江端南)
27274218k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 門真市岸和田９６７番(江端)
27274219k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 門真市岸和田７９５番(門真団地入口)
27274220k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 門真市下馬伏１７７番(岸和田北)
27274221k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 門真市下馬伏２５番(巣本南)
27274222k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 寝屋川市萱島東3丁目(大衡橋北詰)
27274223k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 寝屋川市香里新町５番(木屋踏切)
27274224k 大阪 主要地方道（府道） 八尾枚方線 枚方市北中振1丁目(光善寺駅北)
27274225k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 堺市一条通3丁(御陵通)
27274226k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 堺市緑ヶ丘南町１丁１番(南陵町)
27274227k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 高石市取石7丁目(富木)
27274228k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 高石市取石6丁目(取石6丁目南)
27274229k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 和泉市伯太町6丁目(信太山駅上り)
27274230k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 岸和田市小松里町９１１番(小松里)
27274231k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 岸和田市下松町７６９番(下松)
27274232k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 岸和田市土生町１８１３番(土生)
27274233k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 貝塚市麻生中８１２番(石才)
27274234k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 泉南市新家３４６９番(新家)
27274235k 大阪 主要地方道（府道） 堺羽曳野線 羽曳野市向野3(向野3丁目)
27274236k 大阪 主要地方道（府道） 堺羽曳野線 羽曳野市向野3丁目(向野南)
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27274237k 大阪 主要地方道（府道） 泉佐野打田線 泉南郡熊取町朝代東1丁目(東和苑西)
27274238k 大阪 主要地方道（府道） 大阪国際空港線 豊中市蛍ヶ池西町1丁目(空港前)
27274239k 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 大東市諸福8丁目(諸福)
27274240k 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 大東市新田旭町２番(新田東)
27274241k 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 大東市曙町４番(大東市民会館前)
27274242k 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 大東市谷川2丁目(日本コンベヤ前)
27274243k 大阪 主要地方道（府道） 大阪池田線 豊中市服部寿町5丁目(上津島)
27274244k 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 豊中市桜の町3丁目(桜の町北･南)
27274245k 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市牧落3丁目(牧落北)
27274246k 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市牧落3丁目(牧落1丁目)
27274247k 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市牧落3丁目(牧落3丁目)
27274248k 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市西小路3丁目(箕面市役所前)
27274249k 大阪 主要地方道（府道） 豊中亀岡線 箕面市箕面5丁目(箕面5丁目)
27274250k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 堺市向陵西町2丁(向陵西町)
27274251k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 堺市新金岡町5丁(新金岡団地南)
27274252k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 堺市新金岡町5丁(新金岡車庫前)
27274253k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 堺市金岡町６９番(新金岡団地東)
27274254k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 八尾市西久宝寺２０２番(西久宝寺・西久宝寺東)
27274255k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 東大阪市美園町1丁目(佐堂町・佐堂東)
27274256k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 東大阪市新家町3丁目(金物団地東・新家町3丁目)
27274257k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 東大阪市瓜生堂1丁目(瓜生堂東･西)
27274258k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 東大阪市荒本西１丁目１番(意岐部東･西)
27274259k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 東大阪市本庄西3丁目(トラックターミナル入口・トラックターミナル入口西)
27274260k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線（旧） 八尾市西木の本2丁目(南木の本橋)
27274261k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線（旧） 八尾市渋川町1丁目(八尾高校前)
27274262k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線（旧） 八尾市久宝寺町1丁目(顕証寺)
27274263k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線（旧） 東大阪市宝持2丁目(宝持)
27274264k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線（旧） 東大阪市下小阪2丁目(八戸ノ里駅前)
27274265k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線（旧） 東大阪市御厨中1丁目(御厨)
27274266k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線（旧） 吹田市山田西1丁目(宮ノ前西)
27274267k 大阪 主要地方道（府道） 茨木寝屋川線 茨木市永代町５番(永代町)
27274268k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻線 高槻市唐崎西2丁目(唐崎)
27274269k 大阪 主要地方道（府道） 枚方交野寝屋川線 枚方市南楠葉1丁目(樟葉中央)
27274270k 大阪 主要地方道（府道） 枚方交野寝屋川線 枚方市楠葉朝日2丁目(藤原)
27274271k 大阪 主要地方道（府道） 枚方交野寝屋川線 枚方市田口5丁目(出屋敷西)
27274272k 大阪 主要地方道（府道） 枚方交野寝屋川線 寝屋川市仁和寺町３０番(仁和寺)
27274273k 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市上島町７番(上島町)
27274274k 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市牧野阪1丁目(牧野駅前)
27274275k 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市三栗1丁目(三栗)
27274276k 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市三栗1丁目(三栗南)
27274277k 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 枚方市天之川町２番(かささぎ橋)
27274278k 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 寝屋川市仁和寺本町3丁目(新宝町)
27274279k 大阪 主要地方道（府道） 京都守口線 守口市佐太中町6丁目(金田町2丁目)
27274280k 大阪 主要地方道（府道） 堺かつらぎ線 堺市上野芝町2丁(東上野芝町2丁)
27274281k 大阪 主要地方道（府道） 堺かつらぎ線 堺市平井８１８番(平井大橋)
27274282k 大阪 主要地方道（府道） 泉大津美原線 堺市平井２０番(平井2号)
27274283k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線（新） 堺市津久野町1丁(津久野町1丁)
27274284k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線（新） 堺市百舌鳥梅町1丁(百舌鳥梅町1丁)
27274285k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線（新） 堺市百舌陵南町2丁(百舌鳥陵南町2丁)
27274286k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線（新） 堺市百舌陵南町2丁(北条町1丁)
27274287k 大阪 主要地方道（府道） 泉大津美原線（新）（堺泉北道路） 堺市平井７０５番(小阪公園西)
27274288k 大阪 主要地方道（府道） 泉大津美原線（新）（堺泉北道路） 堺市深井畑山町２５３番(馬飼田池東)
27274289k 大阪 主要地方道（府道） 箕面池田線 箕面市白島3丁目(白島)
27274290k 大阪 主要地方道（府道） 岸和田牛滝山貝塚線 貝塚市清児５１８番(清児)
27274291k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 八尾市山本高安町2丁目(高安駅前)
27274292k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 八尾市山本町南4丁目(五月橋)
27274293k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 八尾市山本町5丁目(山本高校前)
27274294k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 八尾市山本町北2丁目(山本町北2丁目)
27274295k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市玉串元町1丁目(玉井)
27274296k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市吉田4丁目(英田農協前)
27274297k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市稲葉2丁目
27274298k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市西岩田4丁目
27274299k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 東大阪市御厨1丁目(御厨栄町)
27274300k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 門真市柳田町１４番(第３中学校東)
27274301k 大阪 主要地方道（府道） 八尾茨木線 門真市垣内町４番(古川町)
27274302k 大阪 主要地方道（府道） 大阪東大阪線 東大阪市高井田本通１(布施柳通)
27274303k 大阪 主要地方道（府道） 大阪東大阪線 東大阪市若江北町3丁目(若江小学校前)
27274304k 大阪 主要地方道（府道） 堺狭山線 堺市深井北町３４９９番(深井中町)
27274305k 大阪 主要地方道（府道） 岸和田牛滝山貝塚線（新） 貝塚市脇浜1丁目(脇浜1丁目)
27274306k 大阪 主要地方道（府道） 大阪港八尾線 八尾市本町2丁目(八尾小学校前)
27274307k 大阪 主要地方道（府道） 大阪港八尾線 八尾市東本町1丁目(東本町4丁目)
27274308k 大阪 主要地方道（府道） 大阪港八尾線 八尾市荘内町2丁目(青山町)
27274309k 大阪 主要地方道（府道） 富田林泉大津線 和泉市伏屋町3丁目(光明池試験場前)
27274310k 大阪 主要地方道（府道） 岸和田港塔原線 岸和田市宮本町２６番(堺町)
27274311k 大阪 主要地方道（府道） 岸和田港塔原線 岸和田市土生町２５０番(神須屋町南)
27276312k 大阪 一般府道 豊中摂津線 吹田市竹見台1丁目(南千里駅前)
27276313k 大阪 一般府道 豊中摂津線 吹田市津雲台1丁目(佐竹台2丁目)
27276314k 大阪 一般府道 豊中摂津線 吹田市山田西2丁目(山田下)
27276315k 大阪 一般府道 箕面摂津線 吹田市藤白台5丁目(青山台3丁目)
27276316k 大阪 一般府道 箕面摂津線 吹田市藤白台1丁目(藤白台1丁目)
27276317k 大阪 一般府道 吹田箕面線 吹田市竹見台1丁目(南千里駅北)
27276318k 大阪 一般府道 大阪八尾線 八尾市東久宝寺3丁目(久宝寺中学校東)
27276319k 大阪 一般府道 八尾道明寺線 八尾市青山町4丁目
27276320k 大阪 一般府道 八尾道明寺線 八尾市青山町4丁目(青山町4丁目南)
27276321k 大阪 一般府道 八尾道明寺線 八尾市中田1丁目(高美小学校南)
27276322k 大阪 一般府道 高槻茨木線 高槻市中川町５番(城西橋東詰東)
27276323k 大阪 一般府道 杉田口禁野線 枚方市出屋敷元町2丁目(出屋敷元町)
27276324k 大阪 一般府道 杉田口禁野線 枚方市上野3丁目(中宮東之町東)
27276325k 大阪 一般府道 杉田口禁野線 枚方市西禁野1丁目(西禁野)
27276326k 大阪 一般府道 土丸栄線 泉佐野市上町2丁目(泉佐野警察署前)
27276327k 大阪 一般府道 大阪枚岡奈良線 東大阪市西堤本通西1丁目(菱屋西6丁目)
27276328k 大阪 一般府道 堺泉北環状線 堺市深阪１７５４番(上之條橋東)
27276329k 大阪 一般府道 堺泉北環状線 堺市三原台2丁(三原台北)
27276330k 大阪 一般府道 堺阪南線 堺市浜寺石津町西2丁(石津町)
27276331k 大阪 一般府道 堺阪南線 堺市浜寺石津町西5丁(石津川橋南詰)
27276332k 大阪 一般府道 堺阪南線 貝塚新町１１番(加治)
27276333k 大阪 一般府道 堺阪南線 貝塚市脇浜1丁目(脇浜)
27793334k 大阪 一般国道（指定区間外）172号 港区築港１丁目７番２０号（築港東交差点）
27793335k 大阪 一般国道（指定区間外）172号 港区田中３丁目１番２０号（朝潮橋交差点）
27793336k 大阪 一般国道（指定区間外）176号 北区芝田２丁目１０番３９号（済生会病院前交差点）
27793337k 大阪 一般国道（指定区間外）176号 北区芝田１丁目１番２３号（芝田交差点）
27793338k 大阪 一般国道（指定区間外）176号 北区梅田１丁目１３番１３号（阪神前交差点）
27793339k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 中央区東心斎橋１丁目１番１６号（長堀橋交差点）
27793340k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 中央区上町１丁目２６番１０号（上本町1丁目交差点）
27793341k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 天王寺区玉造元町２番２８号（玉造交差点）
27793342k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東成区玉津１丁目１番１号（玉津1丁目交差点）
27793343k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東成区大今里3丁目１５番１８号（今里交差点）
27793344k 大阪 一般国道（指定区間外）308号 東成区深江南１丁目１７番１０号（新深江交差点）
27793345k 大阪 一般国道（指定区間外）309号 平野区瓜破西１丁目８番２０号（瓜破交差点）
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27793346k 大阪 一般国道（指定区間外）309号 平野区背戸口５丁目６番２８号（平野区役所前交差点）
27793347k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 北区曽根崎２丁目８番４号（中央病院前交差点）
27793348k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 北区堂山町１７番９号（堂山町交差点）
27793349k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 北区鶴野町４番１９号（鶴野町北交差点）
27793350k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 淀川区東三国１丁目３２番１２号（東三国2丁目交差点）
27793351k 大阪 一般国道（指定区間外）423号 北区豊崎２丁目１１番８号（豊崎2丁目交差点）
27793352k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 東淀川区上新庄２丁目４番１５号（上新庄交差点）
27793353k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 東淀川区小松１丁目５番２６号（小松1丁目交差点）
27793354k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 鶴見区鶴見５丁目１番１０号（花博記念公園西口交差点）
27793355k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 鶴見区鶴見１丁目１番９号（寝屋川大橋北詰交差点）
27793356k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 鶴見区放出東２丁目１番１９号（放出東2丁目交差点）
27793357k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 平野区流町２丁目１番７９号（流町2丁目交差点）
27793358k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 平野区喜連２丁目１番１号（喜連1丁目南交差点）
27793359k 大阪 一般国道（指定区間外）479号 住吉区千躰１丁目４番３２号（千躰交差点）
27794360k 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 鶴見区横堤５丁目４番１９号（鶴見警察署前交差点）
27794361k 大阪 主要地方道（府道） 大阪生駒線 鶴見区安田２丁目５番１５号（安田東・諸福西交差点）
27794362k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 中央区谷町３丁目１番１７号（谷町3丁目交差点）
27794363k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 阿倍野区阿倍野筋１丁目１番４３号（近鉄前交差点）
27794364k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 阿倍野区阿倍野筋４丁目２番１３号（阿倍野交差点）
27794365k 大阪 主要地方道（府道） 大阪和泉泉南線 中央区天満橋京町２番２２号（天満橋交差点）
27794366k 大阪 主要地方道（府道） 大阪伊丹線 浪速区塩草２丁目５番１１号（塩草2丁目交差点）
27794367k 大阪 主要地方道（府道） 大阪伊丹線 浪速区幸町１丁目３番１９号（幸町1丁目交差点）
27794368k 大阪 主要地方道（府道） 大阪伊丹線 西区新町１丁目２８番９号（西大橋交差点）
27794369k 大阪 主要地方道（府道） 大阪伊丹線 北区中之島４丁目３番３７号（玉江橋南詰交差点）
27794370k 大阪 主要地方道（府道） 大阪伊丹線 福島区福島７丁目２１番１４号（福島6丁目交差点）
27794371k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線 天王寺区北堀河町３番９号（南河堀交差点）
27794372k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線 阿倍野区文の里１丁目１番４０号（阿倍野区役所前交差点）
27794373k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線 阿倍野区文の里２丁目１１番２１号（文の里駅前交差点）
27794374k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高石線 住吉区我孫子東２丁目１番１０号（我孫子東2丁目交差点）
27794375k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 東淀川区柴島１丁目３番１４号（長柄橋北詰交差点）
27794376k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻京都線 東淀川区菅原１丁目１３番１６号（菅原1丁目交差点）
27794377k 大阪 主要地方道（府道） 大阪高槻線 淀川区西中島２丁目１１番２１号（西中島2丁目交差点）
27794378k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 平野区長吉長原４丁目丁目１８番８号（長吉長原第3住宅前西・東交差点）
27794379k 大阪 主要地方道（府道） 大阪中央環状線 鶴見区浜２丁目５番１２号（迎賓館前交差点）
27794380k 大阪 主要地方道（府道） 大阪臨海線 福島区吉野２丁目２番６号（玉川4丁目交差点）
27794381k 大阪 主要地方道（府道） 大阪臨海線 福島区玉川２丁目７番２号（玉川南公園前交差点）
27794382k 大阪 主要地方道（府道） 大阪臨海線 西区川口１丁目１番１１号（昭和橋西交差点）
27794383k 大阪 主要地方道（府道） 大阪臨海線 西区土佐堀３丁目３番２５号（土佐堀3丁目交差点）
27794384k 大阪 主要地方道（府道） 住吉八尾線 東住吉区公園南矢田４丁目２５番２１号（行基大橋交差点）
27794385k 大阪 主要地方道（府道） 大阪狭山線 東住吉区東田辺１丁目１４番８号（東住吉区役所前交差点）
27794386k 大阪 主要地方道（府道） 大阪港八尾線 東住吉区中野４丁目３番１７号（中野東交差点）
27795387k 大阪 主要地方道（市道） 大阪環状線 北区角田町８番８号（阪急前交差点）
27795388k 大阪 主要地方道（市道） 大阪環状線 城東区鴫野東２丁目１１番１１号（鴫野東2丁目交差点）
27795389k 大阪 主要地方道（市道） 天神橋天王寺線 中央区高津１丁目９番８号（下寺町交差点）
27795390k 大阪 主要地方道（市道） 福島桜島線 福島区吉野４丁目２９番１５号（吉野交差点）
27795391k 大阪 主要地方道（市道） 福町浜町線 淀川区新北野３丁目８番２８号（新北野中学校西交差点）
27795392k 大阪 主要地方道（市道） 中津太子橋線 北区長柄西１丁目５番１２号（長柄西交差点）
27795393k 大阪 主要地方道（市道） 築港深江線 西区境川２丁目１番７５号（辰巳橋交差点）
27795394k 大阪 主要地方道（市道） 築港深江線 西区西本町３丁目１番７号（阿波座駅東交差点）
27795395k 大阪 主要地方道（市道） 築港深江線 中央区森ノ宮中央２丁目６番２号（城南交差点）
27795396k 大阪 主要地方道（市道） 築港深江線 城東区森之宮１丁目６番８５号（森之宮公団住宅前交差点）
27795397k 大阪 主要地方道（市道） 南北線 西区北堀江１丁目１番３５号（四ツ橋交差点）
27795398k 大阪 主要地方道（市道） 上新庄生野線 東成区玉津３丁目１番３号（玉津3丁目交差点）
27795399k 大阪 主要地方道（市道） 上新庄生野線 生野区勝山北３丁目１３番３９号（勝山中学校前交差点）
27796400k 大阪 一般府道 石切大阪線 中央区北浜１丁目１番３０号（北浜1丁目交差点）
27796401k 大阪 一般府道 大阪羽曳野線 平野区長吉出戸１丁目１１番５５号（喜連東郵便局前交差点）
27796402k 大阪 一般府道 大阪羽曳野線 平野区長吉長原１丁目２番３９号（長吉長原町交差点）
27796403k 大阪 一般府道 大阪八尾線 生野区中川２丁目６番５号（中川2丁目交差点）
27796404k 大阪 一般府道 大阪枚岡奈良線 天王寺区小橋町１３番１０号（小橋町交差点）
27796405k 大阪 一般府道 大阪枚岡奈良線 天王寺区下味原町３番１４号（下味原交差点）
27797406k 大阪 市道（政令市） 鶴見区第9001号線 鶴見区横堤４丁目２５番１０号（緑地橋交差点）
28563001t 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県尼崎市昭和通4丁目１１３～兵庫県尼崎市昭和通4丁目１２６
28563002t 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目９－９～兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目１０－６
28563003t 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目１０－６～兵庫県神戸市垂水区狩口台7丁目１５－３０
28563004t 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県明石市天文町2丁目１－３８～兵庫県明石市天文町2丁目４－２０
28563005t 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県明石市桜町４－６～兵庫県明石市桜町５－１０
28563006t 兵庫 一般国道（指定区間）9号 関宮町尾崎字フカタ１３４－１～尾崎字上前田７０６
28563007t 兵庫 一般国道（指定区間）9号 関宮町尾崎字上前田７０６～関宮字長通２７０－２
28563008t 兵庫 一般国道（指定区間）9号 関宮町関宮字大平１６６７－２～関宮字寶引１２４７
28563009t 兵庫 一般国道（指定区間）28号 兵庫県津名郡東浦町谷字羽板～兵庫県津名郡東浦町下田字南
28563010t 兵庫 一般国道（指定区間）28号 兵庫県洲本市中川原町字浜～兵庫県洲本市中川原町字名手浜
28563011t 兵庫 一般国道（指定区間）29号 兵庫県姫路市林田町下伊勢字大戸井～下伊勢字防上568-1
28563012t 兵庫 一般国道（指定区間）176号 兵庫県西宮市塩瀬町名塩字米山４７７９－９～兵庫県西宮市塩瀬町名塩字米山６８５－４
28563013t 兵庫 一般国道（指定区間）176号 兵庫県西宮市塩瀬町名塩字中山～兵庫県西宮市塩瀬町名塩字越ノ子
28563014t 兵庫 一般国道（指定区間）176号 兵庫県西宮市塩瀬町名塩字金揚ノ向～兵庫県西宮市塩瀬町名塩字溝辺
28283015t 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 加古川市平岡町高畑８８～加古川市平岡町高畑７６４
28283016t 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 加古川市野口町坂元５２～加古川市野口町坂元６９
28283017t 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 高砂市阿弥陀町魚橋１０７５～高砂市阿弥陀町魚橋１６８８
28283018t 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市御国野町御着６８６～姫路市御国野町国分寺３９８
28283019t 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市花田町一本松４３７～姫路市東郷町
28283020t 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市神屋町2丁目２５～姫路市神屋町２丁目２７
28283021t 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市本町東本町２２６～姫路市本町東本町２３１
28283022t 兵庫 一般国道（指定区間外）176号 多紀郡丹南町油井２００～多紀郡丹南町古森１
28283023t 兵庫 一般国道（指定区間外）176号 三田市寺村町４２３８～三田市八景町１００４
28283024t 兵庫 一般国道（指定区間外）179号 佐用郡南光町下徳久１２２７～佐用郡佐用町佐用３３４３
28283025t 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 揖保郡御津町岩見１２７１～揖保郡御津町室津１３２８
28283026t 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 赤穂市高野１０４８～赤穂市高野１１８６
28283027t 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 赤穂市高野１１８６～赤穂市高野１２６３
28283028t 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 赤穂市高野１２６３～赤穂市高野１３８３
28283029t 兵庫 一般国道（指定区間外）312号 養父郡八鹿町下小田字岩山～養父郡八鹿町下小田字ヒエバタ
28283030t 兵庫 一般国道（指定区間外）312号 神崎郡市川町西田中６３０～神崎郡市川町西田中
28284031t 兵庫 主要地方道（県道） 青垣柏原線 氷上郡氷上町本郷３１９～氷上郡氷上町横田６２２
28284032t 兵庫 主要地方道（県道） 尼崎池田線 川西市下加茂1丁目３０－１１～川西市下加茂1丁目３０－１６
28284033t 兵庫 主要地方道（県道） 加古川三田線 美嚢郡吉川町長谷７２～美嚢郡吉川町出晴５８
28284034t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 明石市野々上3丁目１５－１７～明石市野々上3丁目１５－２２
28284035t 兵庫 主要地方道（県道） 三木山崎線 三木市末広町2丁目６－１３～三木市末広町2丁目６－２６
28284036t 兵庫 主要地方道（県道） 姫路大河内線 姫路市御立西5丁目１４－１～姫路市御立西5丁目１４－４１
28286037t 兵庫 一般県道 姥ケ茶屋伊丹線 伊丹市瑞穂町4丁目１～伊丹市瑞穂町4丁目５
28286038t 兵庫 一般県道 塩瀬門戸荘線 宝塚市光明町２９－９～宝塚市光明町２９－１９
28286039t 兵庫 一般県道 塩瀬門戸荘線 宝塚市駒の町１～宝塚市駒の町１
28286040t 兵庫 一般県道 和久今宿線 姫路市広畑区才８３６～姫路市広畑区才８３１
28286041t 兵庫 一般県道 和久今宿線 姫路市広畑区北河原町２４～姫路市広畑区北河原町３０
28286042t 兵庫 一般県道 砥堀本町線 姫路市伊伝居中ノ町９１～姫路市伊伝居中ノ町９５
28803043t 兵庫 一般国道（指定区間外）428号 北区山田町小部～山田町下谷上
28804044t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三田線 北区有野町唐櫃字上向山～有野町唐櫃字中向山
28804045t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三田線 北区有野町唐櫃字中向山～有野町唐櫃字下向山
28804046t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三田線 北区有野町二郎～道場町日下部
28804047t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 長田区五番町８丁目１１～五番町８丁目１１
28804048t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 須磨区月見山町３丁目～離宮前町２丁目
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28804049t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 須磨区西須磨～垂水区朝谷町
28804050t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 垂水区下畑町向井５１０～下畑町向井５４５－２
28804051t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 西区伊川谷町有瀬665～伊川谷町有瀬661
28804052t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 西区伊川谷町有瀬661～伊川谷町有瀬717
28804053t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 西区枝吉５丁目～枝吉５丁目
28804054t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三木線 須磨区妙法寺字菅ノ池～車字霜ノ下
28804055t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三木線 須磨区車字奥中尾６７６～車字奥中尾６７６
28804056t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三木線 須磨区車字中尾～白川台４丁目
28804057t 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三木線 須磨区白川台４丁目～白川字樋詰
28804058t 兵庫 主要地方道（県道） 小部明石線 北区山田町藍那字上ノ町～山田町藍那字東谷
28804059t 兵庫 主要地方道（県道） 小部明石線 西区櫨谷町寺谷～櫨谷町福谷
28804060t 兵庫 主要地方道（県道） 小部明石線 西区玉津町高津橋字坂ノ下～玉津町高津橋字岡
28804061t 兵庫 主要地方道（県道） 灘三田線 灘区鶴甲４丁目１～鶴甲４丁目４
28805062t 兵庫 主要地方道（市道） 山麓線 兵庫区雪御所町１～雪御所町２
28807063t 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区西舞子２丁目１－７３～西舞子２丁目１－４３
28807064t 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区舞子坂４丁目２～舞子坂４丁目５
28807065t 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区清水が丘３丁目５－１０～清水が丘３丁目５－１９
28563066k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県尼崎市昭和通2丁目（昭和通２丁目交差点）
28563067k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県尼崎市昭和通２丁目（尼崎中央署前交差点）
28563068k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県尼崎市昭和通３丁目（十間交差点）
28563069k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県尼崎市昭和通５丁目（昭和通5丁目交差点）
28563070k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県尼崎市昭和通７丁目（昭和通7丁目交差点）
28563071k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県西宮市小曽根町１丁目（戸崎町交差点）
28563072k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県西宮市甲子園２番町（上甲子園交差点）
28563073k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県西宮市甲子園３丁目（瓦木交差点）
28563074k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県西宮市津門大箇町１０（津門交差点）
28563075k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県西宮市津門稲荷町１１（津門大塚町交差点）
28563076k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県西宮市池田町６（東川交差点）
28563077k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県西宮市六湛寺町８（西宮市役所前交差点）
28563078k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県西宮市神楽町４（神楽町交差点）
28563079k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市東灘区本山南町７丁目（小路交差点）
28563080k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市東灘区甲南町５丁目（東灘区役所前交差点）
28563081k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市中央区小野柄通１丁目（新生田川橋交差点）
28563082k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市中央区小野浜町２（貿易センタービル前交差点）
28563083k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市兵庫区東川崎町１丁目（東川崎交差点）
28563084k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市兵庫区東川崎町７丁目（湊町1丁目交差点）
28563085k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市垂水区平磯１丁目（福田川交差点）
28563086k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県明石市大蔵八幡町１（狩口交差点）
28563087k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県明石市大蔵町２（黒橋東交差点）
28563088k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県明石市大蔵町２４（黒橋下交差点）
28563089k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県明石市樽屋町１
28563090k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県神戸市西区玉津町小山２３６（玉津インター交差点）
28563091k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県揖保郡揖保川町山津屋字クラ（正条交差点）
28563092k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県加古川市加古川町河原字松ノ内（河原交差点）
28563093k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県姫路市飯田字畑田（手柄堂の前交差点）
28563094k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県加古川市平岡町新在家字六反田（六反田交差点）
28563095k 兵庫 一般国道（指定区間）2号 兵庫県姫路市飾磨区大字阿成 （市川ランプ交差点）
28563096k 兵庫 一般国道（指定区間）9号 和田山町土田字砂田３６７－1
28563097k 兵庫 一般国道（指定区間）29号 兵庫県宍粟郡山崎町白光田179-2（中広瀬北交差点）
28563098k 兵庫 一般国道（指定区間）43号 兵庫県尼崎市東本町３丁目（東本町交差点）
28563099k 兵庫 一般国道（指定区間）43号 兵庫県西宮市池開町６（鳴尾交差点）
28563100k 兵庫 一般国道（指定区間）43号 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町３（高潮交差点）
28563101k 兵庫 一般国道（指定区間）43号 兵庫県西宮市浜脇町６（戎前交差点）
28563102k 兵庫 一般国道（指定区間）43号 兵庫県西宮市荒戎町７（建石交差点）
28563103k 兵庫 一般国道（指定区間）43号 兵庫県芦屋市呉川町２（芦屋高校前交差点）
28563104k 兵庫 一般国道（指定区間）43号 兵庫県芦屋市浜芦屋町２（精道交差点）
28563105k 兵庫 一般国道（指定区間）43号 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町２丁目（瀬戸交差点）
28563106k 兵庫 一般国道（指定区間）171号 兵庫県伊丹市大鹿６丁目（大鹿交差点）
28563107k 兵庫 一般国道（指定区間）171号 兵庫県伊丹市昆陽４丁目（昆陽交差点）
28563108k 兵庫 一般国道（指定区間）171号 兵庫県西宮市樋之口１丁目（甲武橋西詰交差点）
28563109k 兵庫 一般国道（指定区間）171号 兵庫県西宮市越水町３（越水交差点）
28563110k 兵庫 一般国道（指定区間）171号 兵庫県伊丹市山田６丁目（昆陽里交差点）
28563111k 兵庫 一般国道（指定区間）175号 兵庫県三木市大村５９０（バイパス大村交差点）
28563112k 兵庫 一般国道（指定区間）175号 兵庫県氷上郡山南町井原３９８（井原交差点）
28563113k 兵庫 一般国道（指定区間）175号 兵庫県氷上郡山南町稲継２５０（稲継交差点）
28283114k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 明石市松の内１丁目（西明石東交差点）
28283115k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 明石市松の内２丁目（小久保交差点）
28283116k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 明石市藤江８９０（中谷東交差点）
28283117k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 明石市大久保町大窪１９２（大久保西交差点）
28283118k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 明石市魚住町長坂寺８０２（長坂寺西交差点）
28283119k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 加古川市平岡町高畑７６４（高畑交差点）
28283120k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 加古川市平岡町新在家３丁目（加古川新在家交差点）
28283121k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 加古川市野口町坂元６９（モナコ前交差点）
28283122k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 加古川市加古川町平野２４３（兵庫日産前交差点）
28283123k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 加古川市加古川町平野４３（平野東交差点）
28283124k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 加古川市加古川町平野１９２（平野西交差点）
28283125k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 高砂市米田町平津４５９（宝殿駅前交差点）
28283126k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市花田町一本松３８５（一本松交差点）
28283127k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市若菜町１丁目（市川橋西詰交差点）
28283128k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市市川町１丁目（市川橋通交差点）
28283129k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市市川橋通２丁目（姫路天神前交差点）
28283130k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市市川橋通２丁目（幸町東交差点）
28283131k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市神屋町２丁目（白鷺橋交差点）
28283132k 兵庫 一般国道（指定区間外）2号 姫路市琴岡町２６６（車崎東交差点）
28283133k 兵庫 一般国道（指定区間外）173号 川西市多田桜木２丁目（多田桜木2丁目交差点）
28283134k 兵庫 一般国道（指定区間外）173号 川西市東畦野山手2丁目（東畦野2丁目交差点）
28283135k 兵庫 一般国道（指定区間外）176号 三田市福島４７６（新三田駅前交差点）
28283136k 兵庫 一般国道（指定区間外）176号 宝塚市栄町１丁目（宝塚歌劇場前交差点）
28283137k 兵庫 一般国道（指定区間外）176号 川西市小戸２丁目（呉服橋西詰交差点）
28283138k 兵庫 一般国道（指定区間外）176号 宝塚市山本丸橋３丁目（山本丸橋交差点）
28283139k 兵庫 一般国道（指定区間外）176号 川西市加茂５丁目（久代1丁目交差点）
28283140k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 明石市二見町東二見３８２（明姫東二見交差点）
28283141k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 加古川市野口町長砂３６８（円長寺交差点）
28283142k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 加古川市尾上町安田４０５（安田交差点）
28283143k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 加古川市稲屋９１６（稲屋交差点）
28283144k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 姫路市白浜町３３９（白浜駅東交差点）
28283145k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 姫路市飾磨区思案橋５５（思案橋西方交差点）
28283146k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 姫路市大津区天神２丁目（天神町2丁目交差点）
28283147k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 姫路市網干区余子浜２２１（網干大橋東詰交差点）
28283148k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 相生市那波南本町８（工和橋北詰交差点）
28283149k 兵庫 一般国道（指定区間外）250号 赤穂市細野町３０１（細野町交差点）
28283150k 兵庫 一般国道（指定区間外）312号 豊岡市中央町７－６
28283151k 兵庫 一般国道（指定区間外）312号 姫路市野里１０８（二本松交差点）
28283152k 兵庫 一般国道（指定区間外）372号 姫路市花田町小川１１８４（小川橋東詰交差点）
28283153k 兵庫 一般国道（指定区間外）372号 姫路市花田町小川１２１８（新小川橋西詰交差点）
28284154k 兵庫 主要地方道（県道） 川西篠山線 川西市栄町２０（中央町交差点）
28284155k 兵庫 主要地方道（県道） 川西篠山線 川西市栄町１（栄町交差点）
28284156k 兵庫 主要地方道（県道） 川西篠山線 川西市火打２丁目（火打2丁目交差点）
28284157k 兵庫 主要地方道（県道） 川西篠山線 川西市丸の内町７（丸の内町交差点）
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28284158k 兵庫 主要地方道（県道） 尼崎池田線 尼崎市名神町３丁目（久々知交差点）
28284159k 兵庫 主要地方道（県道） 尼崎池田線 伊丹市南町4丁目７－８８
28284160k 兵庫 主要地方道（県道） 明石神戸宝塚線 宝塚市南口２丁目（サンビオラ前交差点）
28284161k 兵庫 主要地方道（県道） 西脇三田線 西脇市下戸田１５（下戸田交差点）
28284162k 兵庫 主要地方道（県道） 西脇三田線 西脇市板波町８１（板波町交差点）
28284163k 兵庫 主要地方道（県道） 加古川小野線 加古川市加古川町大野３３１（大野交差点）
28284164k 兵庫 主要地方道（県道） 加古川小野線 加古川市加古川町大野１９０（大一電機工業前交差点）
28284165k 兵庫 主要地方道（県道） 加古川小野線 加古川市加古川町大野１７（大野交差点）
28284166k 兵庫 主要地方道（県道） 加古川小野線 加古川市八幡町中西条９２１（八幡町中西条交差点）
28284167k 兵庫 主要地方道（県道） 加古川高砂線 加古川市加古川町栗津３２１（加古川町粟津交差点）
28284168k 兵庫 主要地方道（県道） 加古川高砂線 加古川市加古川町栗津６５（加古川病院前交差点）
28284169k 兵庫 主要地方道（県道） 加古川高砂線 加古川市加古川町栗津８０５（加古川病院西交差点）
28284170k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 明石市野々上２丁目（野々上2丁目交差点）
28284171k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 明石市野々上３丁目（桑の木交差点）
28284172k 兵庫 主要地方道（県道） 三木山崎線 小野市粟生町２９８８（粟生西交差点）
28284173k 兵庫 主要地方道（県道） 三木山崎線 神崎郡神崎町西治４９８（西治交差点）
28284174k 兵庫 主要地方道（県道） 三木山崎線 三木市大村８３５（大村交差点）
28284175k 兵庫 主要地方道（県道） 太子御津線 揖保郡太子町矢田部８６（立岡交差点）
28284176k 兵庫 主要地方道（県道） 太子御津線 揖保郡太子町糸井１８４（糸井交差点）
28284177k 兵庫 主要地方道（県道） 太子御津線 姫路市網干区坂出１９（坂出交差点）
28284178k 兵庫 主要地方道（県道） 太子御津線 姫路市網干区坂上３７９（坂上交差点）
28284179k 兵庫 主要地方道（県道） 大阪伊丹線 尼崎市次屋３丁目（次屋交差点）
28284180k 兵庫 主要地方道（県道） 尼崎宝塚線 尼崎市武庫之荘３丁目（武庫之荘3丁目西交差点）
28284181k 兵庫 主要地方道（県道） 尼崎宝塚線 宝塚市安倉西４丁目（金井町交差点）
28284182k 兵庫 主要地方道（県道） 高砂北条線 高砂市荒井町東本町１（小松原交差点）
28284183k 兵庫 主要地方道（県道） 相生停車場線 相生市旭４丁目（中央通交番前交差点）
28284184k 兵庫 主要地方道（県道） 姫路大河内線 姫路市東辻井１丁目（辻井交差点）
28284185k 兵庫 主要地方道（県道） 姫路大河内線 姫路市御立西２丁目（御立中4丁目交差点）
28286186k 兵庫 一般県道 西宮宝塚線 宝塚市伊子志３丁目（宝塚市役所前交差点）
28286187k 兵庫 一般県道 米谷昆陽尼崎線 伊丹市南鈴原4丁目１８７
28286188k 兵庫 一般県道 米谷昆陽尼崎線 尼崎市塚口１丁目（塚口町3丁目交差点）
28286189k 兵庫 一般県道 米谷昆陽尼崎線 尼崎市東難波町３丁目（梅ノ里交差点）
28286190k 兵庫 一般県道 尼崎港崇徳院線 尼崎市大庄西町３丁目（口ノ開公園前交差点）
28286191k 兵庫 一般県道 鶴林寺線 加古川市尾上町池田７６４（尾上町長田交差点）
28286192k 兵庫 一般県道 姥ケ茶屋伊丹線 伊丹市瑞原1丁目１０
28286193k 兵庫 一般県道 姥ケ茶屋伊丹線 伊丹市瑞穂町3丁目１１
28286194k 兵庫 一般県道 山本伊丹線 伊丹市西台5丁目７－１５
28286195k 兵庫 一般県道 山本伊丹線 伊丹市御願塚3丁目１２－７
28286196k 兵庫 一般県道 寺本伊丹線 伊丹市船原2丁目１－６５
28286197k 兵庫 一般県道 塩瀬門戸荘線 宝塚市光明町９（小林5丁目交差点）
28286198k 兵庫 一般県道 塩瀬門戸荘線 宝塚市高司１丁目（南部消防署前交差点）
28286199k 兵庫 一般県道 塩瀬門戸荘線 宝塚市駒の町１（阪神競馬場西交差点）
28286200k 兵庫 一般県道 昭和東本町線 尼崎市大物町１丁目（大物橋北交差点）
28286201k 兵庫 一般県道 浜甲子園甲子園口停車場線 西宮市甲子園九番町２０（甲子園九番町交差点）
28286202k 兵庫 一般県道 浜甲子園甲子園口停車場線 西宮市甲子園町１（阪神パーク前交差点）
28286203k 兵庫 一般県道 甲子園尼崎線 西宮市鳴尾町２丁目（鳴尾町2丁目交差点）
28286204k 兵庫 一般県道 岩岡魚住線 明石市魚住町中尾３０９（中尾交差点）
28286205k 兵庫 一般県道 江井ケ島大久保停車場線 明石市大久保町江井島西辻ヶ鼻７５３（江井島交差点）
28286206k 兵庫 一般県道 八幡別府線 加古川市平岡町新在家９０２（東加古川病院前交差点）
28286207k 兵庫 一般県道 八幡別府線 加古川市平岡町新在家３３３（新在家北交差点）
28286208k 兵庫 一般県道 八幡別府線 加古川市平岡町新在家４８７（姫路信用金庫前交差点）
28286209k 兵庫 一般県道 和久今宿線 姫路市勝原区朝日谷１５６番（朝日谷交差点）
28286210k 兵庫 一般県道 和久今宿線 姫路市勝原区朝日谷２７３番（朝日谷交差点）
28286211k 兵庫 一般県道 和久今宿線 姫路市勝原区宮田１８８（宮田北交差点）
28286212k 兵庫 一般県道 砥堀本町線 姫路市本町６８（姫路警察署前交差点）
28286213k 兵庫 一般県道 明石高砂線 明石市樽屋町６（樽屋町交差点）
28286214k 兵庫 一般県道 明石高砂線 明石市藤江１８８（藤江小学校前交差点）
28286215k 兵庫 一般県道 姫路新宮線 姫路市青山３丁目（夢前橋西詰交差点）
28803216k 兵庫 一般国道（指定区間外）28号 中央区中町通４丁目（有馬道交差点）
28803217k 兵庫 一般国道（指定区間外）28号 長田区北町1丁目（長田北町交差点）
28803218k 兵庫 一般国道（指定区間外）28号 長田区菅原通５丁目（菅原通５丁目交差点）
28803219k 兵庫 一般国道（指定区間外）176号 北区長尾町宅原（宅原交差点）
28803220k 兵庫 一般国道（指定区間外）428号 兵庫区楠町６丁目（楠町６交差点）
28804221k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三田線 北区有野町中町4丁目（有野インター交差点）
28804222k 兵庫 主要地方道（県道） 明石神戸宝塚線 西区伊川谷町潤和１１２２（白水橋交差点）
28804223k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 須磨区寺田町2丁目（太田町交差点）
28804224k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 西区伊川谷町有瀬１２８６（伊川谷町有瀬交差点）
28804225k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 西区伊川谷町潤和８５３（玉津町高津橋交差点）
28804226k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸明石線 西区枝吉３丁目（王塚台交差点）
28804227k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三木線 須磨区車字漬ノ下１０６２
28804228k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三木線 須磨区車字漬ノ下１０８８
28804229k 兵庫 主要地方道（県道） 神戸三木線 須磨区車奥中尾６７６（車交差点）
28804230k 兵庫 主要地方道（県道） 小部明石線 北区南五葉6丁目（中山橋交差点）
28804231k 兵庫 主要地方道（県道） 小部明石線 北区南五葉１丁目（北五葉１交差点）
28804232k 兵庫 主要地方道（県道） 新神戸停車場線 中央区加納町6丁目（国際会館前交差点）
28804233k 兵庫 主要地方道（県道） 新神戸停車場線 中央区北長狭通１丁目（三宮駅北交差点）
28804234k 兵庫 主要地方道（県道） 新神戸停車場線 中央区加納町3丁目（加納町３交差点）
28805235k 兵庫 主要地方道（市道） 神戸六甲線 灘区弓木町4丁目（弓木町４交差点）
28805236k 兵庫 主要地方道（市道） 長田楠日尾線 兵庫区上沢通3丁目（上沢通２交差点）
28805237k 兵庫 主要地方道（市道） 長田楠日尾線 中央区中山手通４丁目（中山手４交差点）
28805238k 兵庫 主要地方道（市道） 長田楠日尾線 中央区中山手通3丁目（中山手通３丁目）
28805239k 兵庫 主要地方道（市道） 長田楠日尾線 中央区生田町1丁目（布引交差点）
28805240k 兵庫 主要地方道（市道） 長田楠日尾線 灘区王子町2丁目（王子競技場前交差点）
28805241k 兵庫 主要地方道（市道） 長田楠日尾線 灘区王子町１丁目（原田通交差点）
28805242k 兵庫 主要地方道（市道） 西出高松前池線 長田区浜添通５丁目２
28805243k 兵庫 主要地方道（市道） 山麓線 灘区高羽町４丁目５
28805244k 兵庫 主要地方道（市道） 山麓線 兵庫区菊水町5丁目（夢野２交差点）
28805245k 兵庫 主要地方道（市道） 山麓線 長田区長田町9丁目（宮川町９交差点）
28805246k 兵庫 主要地方道（市道） 山麓線 長田区長尾町１丁目６
28805247k 兵庫 主要地方道（市道） 山麓線 長田区平和台町１丁目３
28807248k 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区舞子台８丁目（舞子台八交差点）
28807249k 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区舞子坂3丁目（西舞子小学校東交差点）
28807250k 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区清水が丘3丁目（多聞町大門交差点）
28807251k 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区南多聞台3丁目（多聞町大門交差点）
28807252k 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区本多聞１丁目１３
28807253k 兵庫 市道（政令市） 舞子多聞線 垂水区本多聞1丁目（多聞寺交差点）
28807254k 兵庫 市道（政令市） 山手幹線 中央区国香通２丁目（国香通２交差点）
28807255k 兵庫 市道（政令市） 山手幹線 中央区若菜通6丁目（二宮橋交差点）
29563001t 奈良 一般国道（指定区間）24号 天理市嘉幡町142-1～嘉幡町180
29563002t 奈良 一般国道（指定区間）24号 田原本町阪手638-1～阪手626-1
29563003t 奈良 一般国道（指定区間）24号 大和高田市栄町38～東中2丁目1
29563004t 奈良 一般国道（指定区間）165号 香芝市瓦口39～別所64
29293005t 奈良 一般国道（指定区間外）168号 香芝市上中９９番地～上中１０２番地
29293006t 奈良 一般国道（指定区間外）308号 奈良市宝来２丁目２８番地～宝来３丁目１番地
29293007t 奈良 一般国道（指定区間外）308号 奈良市宝来３丁目１０番地～宝来４丁目１番地
29293008t 奈良 一般国道（指定区間外）308号 奈良市宝来４丁目１番地～宝来４丁目１７番地
29294009t 奈良 主要地方道（県道） 奈良加茂線 奈良市法蓮町４１７番地～法蓮町４２４番地
29296010t 奈良 一般県道 田原本広陵線 磯城郡田原本町大字三笠１０番地～大字三笠１５７番地
29296011t 奈良 一般県道 生駒停車場宛木線 生駒市俵口町１０番地～俵口町７１５番地
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29296012t 奈良 一般県道 大阪枚岡奈良線 生駒市東生駒月見町２０７番地～東生駒２丁目２０７番地
29296013t 奈良 一般県道 大阪枚岡奈良線 生駒市東生駒１丁目５２１番地～東生駒１丁目５５６番地
29563014k 奈良 一般国道（指定区間）24号 奈良市法華寺町87-5（菰川橋東交差点）
29563015k 奈良 一般国道（指定区間）24号 奈良市法華寺町215-1（菰川橋南詰交差点）
29563016k 奈良 一般国道（指定区間）24号 奈良市二条大路南一丁目22（二条大路南1丁目交差点）
29563017k 奈良 一般国道（指定区間）24号 奈良市三条大路二丁目15（三条大路2丁目交差点）
29563018k 奈良 一般国道（指定区間）24号 奈良市柏木町448（柏木町交差点）
29563019k 奈良 一般国道（指定区間）24号 奈良市西九条町４丁目3-1（西九条町交差点）
29563020k 奈良 一般国道（指定区間）24号 田原本町千代380-1（千代北交差点）
29563021k 奈良 一般国道（指定区間）24号 橿原市葛本町704-1（葛本交差点）
29563022k 奈良 一般国道（指定区間）24号 大和高田市今里町22（今里交差点）
29563023k 奈良 一般国道（指定区間）24号 大和高田市曽大根１丁目33（東室交差点）
29563024k 奈良 一般国道（指定区間）24号 御所市室117-1（室交差点）
29563025k 奈良 一般国道（指定区間）24号 田原本町薬王寺314（薬王寺交差点）
29563026k 奈良 一般国道（指定区間）24号 田原本町満田（満田南交差点）
29563027k 奈良 一般国道（指定区間）24号 橿原市土橋町305-1（土橋町南交差点）
29563028k 奈良 一般国道（指定区間）25号 王寺町元町二丁目14-3（神前橋東詰交差点）
29563029k 奈良 一般国道（指定区間）165号 香芝市下田西一丁目7（下田交差点）
29563030k 奈良 一般国道（指定区間）165号 大和高田市神楽253-1（神楽交差点）
29563031k 奈良 一般国道（指定区間）165号 大和高田市日之出町4（日之出町南交差点）
29563032k 奈良 一般国道（指定区間）165号 大和高田市三和町1（三和町交差点）
29563033k 奈良 一般国道（指定区間）165号 大和高田市今里町1（旭北町交差点）
29563034k 奈良 一般国道（指定区間）165号 橿原市新堂町38-2（新堂ランプ交差点）
29293035k 奈良 一般国道（指定区間外）165号 橿原市小房町２８番地（小房町交差点）
29293036k 奈良 一般国道（指定区間外）166号 宇陀郡大宇陀町内原１４８番地（内原交差点）
29293037k 奈良 一般国道（指定区間外）168号 生駒市南田原町８１２番地の１（南田原交差点）
29293038k 奈良 一般国道（指定区間外）168号 生駒市南田原町３８０番地（出店交差点）
29293039k 奈良 一般国道（指定区間外）308号 奈良市尼辻北町６番地
29293040k 奈良 一般国道（指定区間外）308号 奈良市尼辻北町３３６８番地の１（尼ヶ辻橋西詰交差点）
29293041k 奈良 一般国道（指定区間外）369号 奈良市高天町８番地（高天交差点）
29294042k 奈良 主要地方道（県道） 大和高田斑鳩線 北葛城郡広陵町大字寺戸２８３番地の１（寺戸大橋西交差点）
29294043k 奈良 主要地方道（県道） 大和高田斑鳩線 北葛城郡河合町西穴闇８８番地（新御幸橋交差点）
29294044k 奈良 主要地方道（県道） 大和高田斑鳩線 生駒郡斑鳩町興留４丁目４０７番地の１（法隆寺駅西交差点）
29294045k 奈良 主要地方道（県道） 枚方大和郡山線 奈良市富雄元町２丁目３番１６号（新富雄橋交差点）
29294046k 奈良 主要地方道（県道） 奈良大和郡山斑鳩線 大和郡山市北郡山町１８５番地（郡山北小学校前交差点）
29294047k 奈良 主要地方道（県道） 奈良大和郡山斑鳩線 大和郡山市小泉町３０３番地の１（小泉橋東詰交差点）
29294048k 奈良 主要地方道（県道） 桜井田原本王寺線 磯城郡田原本町秦庄４７１番地
29294049k 奈良 主要地方道（県道） 桜井田原本王寺線 北葛城郡広陵町大字広陵１６９番地（鳥居大橋東詰交差点）
29294050k 奈良 主要地方道（県道） 桜井田原本王寺線 北葛城郡広陵町大字南６０番地の１（箸尾南交差点）
29294051k 奈良 主要地方道（県道） 御所香芝線 北葛城郡新庄町大字西辻７９番地（西辻交差点）
29294052k 奈良 主要地方道（県道） 天理王寺線 北葛城郡河合町星和台１丁目９番２号（星和台1丁目交差点）
29294053k 奈良 主要地方道（県道） 奈良大和郡山線 奈良市神殿町６６１番地（神殿町交差点）
29294054k 奈良 主要地方道（県道） 大和高田桜井線 磯城郡田原本町大字阪手４５６番地の６（阪手東交差点）
29294055k 奈良 主要地方道（県道） 天理環状線 天理市前栽町１２７番地（前栽町交差点）
29294056k 奈良 主要地方道（県道） 奈良精華線 奈良市押熊町５４３番地の１（押熊町1号交差点）
29296057k 奈良 一般県道 谷田奈良線 生駒市東新町４番３号（東新町交差点）
29296058k 奈良 一般県道 京終停車場薬師寺線 奈良市大安寺西２丁目２８１番（高橋西詰交差点）
29296059k 奈良 一般県道 橿原神宮公苑線 橿原市畝傍町２３番地
29296060k 奈良 一般県道 橿原神宮公苑線 橿原市久米町８０９番地
29296061k 奈良 一般県道 河合大和高田線 大和高田市西町３番１６号（有井橋交差点）
29296062k 奈良 一般県道 河合大和高田線 大和高田市西町１番１５号（高田橋東交差点）
29296063k 奈良 一般県道 生駒停車場宛木線 生駒市俵口町１１６４番地（阪奈道路生駒インターチェンジ交差点）
29296064k 奈良 一般県道 矢田寺線 大和郡山市矢田町４２３番地（矢田口西交差点）
29296065k 奈良 一般県道 矢田寺線 大和郡山市外川町無番地（外川町交差点）
29296066k 奈良 一般県道 木津平城線 奈良市朱雀４丁目１３番５号（朱雀4丁目交差点）
30563001t 和歌山 一般国道（指定区間）24号 橋本市隅田町河瀬４１２～４１５
30563002t 和歌山 一般国道（指定区間）24号 那賀郡粉河町深田２００～嶋１２１
30563003t 和歌山 一般国道（指定区間）26号 和歌山市中５７３～４５３
30563004t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 西牟婁郡串本町鬮野川字一つ島馳出し～鬮野川字タタナリ
30563005t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 日高郡南部町埴田字清水谷～埴田字橋詰
30563006t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 日高郡南部町山内字片倉奥～南部町東岩代字明治ケ尾
30563007t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 日高郡印南町島田字角附～島田字由留木
30563008t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 有田郡湯浅町別所北７４～湯浅１９１６
30563009t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 有田郡湯浅町吉川１２４７～有田郡吉備町水尻５４
30563010t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 有田市宮崎２７～１１９
30563011t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 海草郡下津町小南１３６～１０２
30563012t 和歌山 一般国道（指定区間）42号 海草郡下津町塩津５３１～５４４
30304013t 和歌山 主要地方道（県道） 和歌山橋本線 和歌山市西６５３番地～森小手穂７３１番地
30304014t 和歌山 主要地方道（県道） 新和歌浦梅原線 和歌山市北島５５８番地１～北島３９
30304015t 和歌山 主要地方道（県道） 新和歌浦梅原線 和歌山市北島７００番地～野崎１８８番地１
30306016t 和歌山 一般県道 秋月海南線 和歌山市津泰１６９番地２～神前１４６番地１
30306017t 和歌山 一般県道 井ノ口秋月線 和歌山市和佐中１１００番地～１６１番地
30309018t 和歌山 市道 本町和歌浦線 和歌山市元寺町2丁目～4丁目
30309019t 和歌山 市道 本町和歌浦線 和歌山市新堀東２丁目～宇須３丁目
30563020k 和歌山 一般国道（指定区間）24号 和歌山市嘉家作丁25（嘉家作丁交差点）
30563021k 和歌山 一般国道（指定区間）24号 和歌山市九家ノ丁10（九家ノ丁交差点）
30563022k 和歌山 一般国道（指定区間）26号 和歌山市延時101（延時交差点）
30563023k 和歌山 一般国道（指定区間）26号 和歌山市狐島20（狐島交差点）
30563024k 和歌山 一般国道（指定区間）42号 西牟婁郡日置川町日置字谷ヶ地（日置川大橋交差点）
30563025k 和歌山 一般国道（指定区間）42号 日高郡南部町山内字井ノ谷奥
30563026k 和歌山 一般国道（指定区間）42号 有田市辻堂679（保田橋南詰交差点）
30304027k 和歌山 主要地方道（県道） 粉河加太線 和歌山市六十谷１０３２番地（六十谷三差路）
30304028k 和歌山 主要地方道（県道） 粉河加太線 和歌山市園部１４３０番地４（和興団地入口交差点）
30304029k 和歌山 主要地方道（県道） 和歌山橋本線 和歌山市新堀東2丁目（新堀橋西詰交差点）
30304030k 和歌山 主要地方道（県道） 新和歌浦梅原線 和歌山市加納町２２番地（加納町交差点）
30304031k 和歌山 主要地方道（県道） 御坊美山線 御坊市藤田町吉田４２２番地（野口新橋西詰交差点）
30306032k 和歌山 一般県道 和歌山野上線 和歌山市太田９６
30309033k 和歌山 市道 宮36号線 和歌山市太田５４
31573001t 鳥取 一般国道（指定区間）53号 鳥取市東町3丁目２５５番～鳥取市材木町２０１番地
31316002t 鳥取 一般県道 伏野覚寺線 鳥取市湖山町北2丁目２３９番～鳥取市湖山町北２丁目１０５番
31316003t 鳥取 一般県道 伏野覚寺線 鳥取市安長１７６番地６～鳥取市安長１９５番地１
31573004k 鳥取 一般国道（指定区間）9号 米子市二本木（二本木交差点）
31573005k 鳥取 一般国道（指定区間）9号 米子市西福原１丁目（西福原１丁目交差点）
31573006k 鳥取 一般国道（指定区間）9号 米子市冨士見町２丁目（公会堂前交差点）
31573007k 鳥取 一般国道（指定区間）53号 鳥取市今町1丁目（今町１丁目交差点）
31313008k 鳥取 一般国道（指定区間外）431号 境港市佐斐神町（ＪＡ西部中浜ＳＳ交差点）
31316009k 鳥取 一般県道 倉吉江北線 倉吉市小田（小田橋西詰交差点）
31316010k 鳥取 一般県道 皆生西原線 米子市上福原３丁目（やお歯科クリニック先交差点）
32573001t 島根 一般国道（指定区間）9号 松江市西津田５丁目２番～松江市西津田５丁目１番
32573002t 島根 一般国道（指定区間）9号 八束郡玉湯町林村１３２２番地１～八束郡玉湯町林村１７６５番地３
32573003t 島根 一般国道（指定区間）9号 八束郡玉湯町林村１７６５番地３～八束郡宍道町東来待１３番地１
32573004t 島根 一般国道（指定区間）9号 大田市朝山町朝倉字城蓮～大田市朝山町朝倉釜免
32573005k 島根 一般国道（指定区間）9号 大田市長久町長久（和江港入口交差点）
32573006k 島根 一般国道（指定区間）9号 江津市江津町１９５０番地２（江津市江津町交差点）
32573007k 島根 一般国道（指定区間）9号 益田市遠田１００８番地１（上遠田交差点）
32573008k 島根 一般国道（指定区間）9号 松江市上乃木４丁目２０番（丸山南交差点）
32573009k 島根 一般国道（指定区間）9号 松江市上乃木4丁目３０番
32323010k 島根 一般国道（指定区間外）432号 松江市上乃木６丁目１番２１号（上乃木東交差点）
32324011k 島根 主要地方道（県道） 松江木次線 松江市東忌部町１１４２番地（忌部農道交差点）
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33573001t 岡山 一般国道（指定区間）2号 備前市八木山６０６番地７～備前市八木山５８６番地１
33573002t 岡山 一般国道（指定区間）2号 備前市伊里中４４２番地１～備前市東片上２２５９番地１
33573003t 岡山 一般国道（指定区間）2号 備前市伊部２３７８番地１～備前市伊部２４８１番地
33573004t 岡山 一般国道（指定区間）2号 笠岡市富岡４７５番地１２～笠岡市富岡４７５番地２０
33573005t 岡山 一般国道（指定区間）2号 笠岡市笠岡５６４０番地５～笠岡市笠岡５８９１番地３
33573006t 岡山 一般国道（指定区間）2号 笠岡市笠岡５６２８番地１～笠岡市笠岡５６２８番地４
33573007t 岡山 一般国道（指定区間）53号 御津郡御津町大字草生１１０５番地～御津郡御津町大字草生１４５８番地
33573008t 岡山 一般国道（指定区間）180号 総社市日羽１７９６番地１～総社市日羽１１１５番地１
33573009t 岡山 一般国道（指定区間）180号 総社市美袋５７９番地３～総社市美袋７８７番地４
33333010t 岡山 一般国道（指定区間外）180号 新見市菅生８７３３番地１～新見市菅生８０１１番地
33333011t 岡山 一般国道（指定区間外）429号 倉敷市玉島１５３１番地～倉敷市玉島１５３４番地９
33333012t 岡山 一般国道（指定区間外）429号 倉敷市四十瀬３７番地５～倉敷市四十瀬１０８番地１
33333013t 岡山 一般国道（指定区間外）429号 倉敷市沖１４番地１～倉敷市沖１０番地３
33333014t 岡山 一般国道（指定区間外）429号 倉敷市老松町５丁目６２９番地２～倉敷市老松町５丁目２番１５号
33333015t 岡山 一般国道（指定区間外）429号 倉敷市昭和１丁目１番５３号～倉敷市昭和１丁目１番４８号
33333016t 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島下の町２２８７番地４～倉敷市児島下の町１丁目１番２０号
33333017t 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島下の町２丁目～倉敷市児島下の町１０丁目
33333018t 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島下の町９丁目８番１８号～倉敷市児島田の口２番地
33333019t 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島田の口５丁目～倉敷市児島唐琴１丁目
33333020t 岡山 一般国道（指定区間外）484号 赤磐郡吉井町仁堀東～赤磐郡吉井町仁堀中
33334021t 岡山 主要地方道（県道） 岡山児島線 倉敷市児島元浜町６番地３～倉敷市大畠１丁目８番２２号
33334022t 岡山 主要地方道（県道） 倉敷玉野線 玉野市田井３丁目～玉野市田井１丁目
33334023t 岡山 主要地方道（県道） 新見勝山線 新見市新見１０２５番地１１～新見市新見２１７９番地７
33334024t 岡山 主要地方道（県道） 倉敷長浜笠岡線 倉敷市玉島黒崎５１５７番地５～倉敷市玉島黒崎６５７７番地３
33334025t 岡山 主要地方道（県道） 妹尾御津線 岡山市横尾～岡山市三和
33336026t 岡山 一般県道 倉敷妹尾線 岡山市箕島１２１５番地６～岡山市箕島１３８８番地１
33336027t 岡山 一般県道 岡山倉敷線 岡山市西長瀬２２９番地１０～岡山市西長瀬１３３番地１
33336028t 岡山 一般県道 藤戸早島線 倉敷市藤戸町藤戸～倉敷市串田
33336029t 岡山 一般県道 早島松島線 都窪郡早島町早島～倉敷市鳥羽
33336030t 岡山 一般県道 長尾児島線 倉敷市児島田の口３３００番地１～倉敷市児島田の口３３８９番地
33336031t 岡山 一般県道 宇野津下之町線 倉敷市児島宇野津～倉敷市児島稗田町
33336032t 岡山 一般県道 九蟠東岡山停車場線 岡山市松新町～岡山市可知二丁目
33573033k 岡山 一般国道（指定区間）2号 備前市伊里中５６６番地１（伊里中交差点）
33573034k 岡山 一般国道（指定区間）2号 岡山市古新田１２０８番地１（古新田交差点）
33573035k 岡山 一般国道（指定区間）2号 都窪郡早島町大字早島３４８５番地１（無津交差点）
33573036k 岡山 一般国道（指定区間）2号 岡山市表町３丁目１９番１０６号（大雲寺交差点）
33573037k 岡山 一般国道（指定区間）2号 岡山市大供１丁目１番１０１号（大供交差点）
33573038k 岡山 一般国道（指定区間）53号 岡山市中山下１丁目１番３６号（柳川交差点）
33573039k 岡山 一般国道（指定区間）53号 津山市河辺９１２番地１（新河辺交差点）
33573040k 岡山 一般国道（指定区間）180号 総社市門田２０３番地１（中央2丁目交差点）
33333041k 岡山 一般国道（指定区間外）180号 高梁市鉄砲町（高梁大橋交差点）
33333042k 岡山 一般国道（指定区間外）250号 備前市穂浪（穂浪橋西交差点）
33333043k 岡山 一般国道（指定区間外）313号 井原市井原町１６６番地１（市役所西交差点）
33333044k 岡山 一般国道（指定区間外）374号 和気郡和気町和気８１４番地
33333045k 岡山 一般国道（指定区間外）429号 倉敷市中島（中島交差点）
33333046k 岡山 一般国道（指定区間外）429号 倉敷市老松町５丁目６２６番地（老松西交差点）
33333047k 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市菰池1丁目１１番
33333048k 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島赤崎１丁目（扇の嵶口交差点）
33333049k 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島元浜町２７６６番地（元浜団地口交差点）
33333050k 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島駅前３丁目（児島駅北交差点）
33333051k 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島小川町３６８６番地９（平成橋北交差点）
33333052k 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島小川町３６７２番地２（憩いの家前交差点）
33333053k 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島小川町３６８１番地３（児島支所交差点）
33333054k 岡山 一般国道（指定区間外）430号 倉敷市児島小川町３６７８番地３１（児島支所東交差点）
33333055k 岡山 一般国道（指定区間外）486号 都窪郡清音村上中島１０２番地
33333056k 岡山 一般国道（指定区間外）486号 小田郡矢掛町小田（小田西交差点）
33333057k 岡山 一般国道（指定区間外）486号 井原市井原町１１５番地（市民会館南交差点）
33334058k 岡山 主要地方道（県道） 岡山吉井線 岡山市天神町（城下交差点）
33334059k 岡山 主要地方道（県道） 岡山吉井線 赤磐郡山陽町穂崎（穂崎交差点）
33334060k 岡山 主要地方道（県道） 岡山牛窓線 岡山市西大寺浜（西大寺浜交差点）
33334061k 岡山 主要地方道（県道） 岡山牛窓線 岡山市神崎町（神崎町交差点）
33334062k 岡山 主要地方道（県道） 西大寺山陽線 岡山市西大寺中２丁目（西大寺中二丁目交差点）
33334063k 岡山 主要地方道（県道） 西大寺山陽線 岡山市西大寺上２丁目（西大寺駅前交差点）
33334064k 岡山 主要地方道（県道） 岡山港線 岡山市三浜町１丁目（平福交差点）
33334065k 岡山 主要地方道（県道） 妹尾御津線 岡山市久米（久米交差点）
33334066k 岡山 主要地方道（県道） 西大寺備前線 邑久郡長船町服部（服部交差点）
33334067k 岡山 主要地方道（県道） 上高末総社線 総社市富原（総社大橋西交差点）
33334068k 岡山 主要地方道（県道） 岡山赤穂線 赤磐郡瀬戸町瀬戸（瀬戸中口交差点）
33336069k 岡山 一般県道 大元停車場線 岡山市大供表町５番（鹿田本町交差点）
33336070k 岡山 一般県道 大元停車場線 岡山市大供表町１番１号（水道局前交差点）
33336071k 岡山 一般県道 九蟠中野線 岡山市西大寺金岡（金岡交差点）
33336072k 岡山 一般県道 浦安豊成線 岡山市浦安本町（空港八番用水交差点）
33336073k 岡山 一般県道 洲崎米倉線 岡山市万倍（芳明幼稚園南交差点）
33336074k 岡山 一般県道 江崎金岡線 岡山市政津（政津南交差点）
33336075k 岡山 一般県道 原藤原線 岡山市国府市場（国府市場交差点）
33336076k 岡山 一般県道 瀬西大寺線 邑久郡邑久町尾張（邑久町立病院口交差点）
33336077k 岡山 一般県道 巌井野田線 岡山市高柳西町（野田地下道北交差点）
33336078k 岡山 一般県道 可真上山陽線 赤磐郡熊山町桜が丘東５丁目（桜ヶ丘西５丁目交差点）
33336079k 岡山 一般県道 可真上山陽線 赤磐郡山陽町桜が丘西３丁目（桜ヶ丘西３丁目交差点）
33336080k 岡山 一般県道 白尾塩生線 倉敷市児島上の町３丁目（上之町幼稚園口交差点）
33336081k 岡山 一般県道 九蟠東岡山停車場線 岡山市中川町（大多羅交差点）
33336082k 岡山 一般県道 大篠津山停車場線 津山市山下（山下交差点）
33336083k 岡山 一般県道 大篠津山停車場線 津山市京町（京町交差点）
33336084k 岡山 一般県道 福本和気線 和気郡和気町和気７９５番地（境橋南詰交差点）
33336085k 岡山 一般県道 総社停車場線 総社市駅前２丁目（中銀南交差点）
34573001t 広島 一般国道（指定区間）2号 東広島市志和町大字則重355番地～東広島市志和町大字則重98番地
34573002t 広島 一般国道（指定区間）2号 広島市安芸区瀬野1丁目22番6号～広島市安芸区瀬野1丁目4番18号
34573003t 広島 一般国道（指定区間）2号 広島市安芸区中野東4丁目1番32号～広島市中野東4丁目5番59号
34573004t 広島 一般国道（指定区間）2号 廿日市市串戸6丁目9番6631号～廿日市市串戸6丁目11番6721号
34573005t 広島 一般国道（指定区間）31号 安芸郡坂町小屋浦１丁目6番3号～安芸郡坂町小屋浦１丁目8番11号
34573006t 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市安佐北区可部南5丁目15番12号～広島市安佐北区可部南5丁目11番18号
34573007t 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市安佐南区長束2丁目4番19号～広島市安佐南区長束2丁目3番1号
34573008t 広島 一般国道（指定区間）185号 呉市広駅前1丁目3番3号～呉市広駅前1丁目3番6号
34573009t 広島 一般国道（指定区間）185号 呉市広白石2丁目2番40号～呉市広白石2丁目6番44号
34343010t 広島 一般国道（指定区間外）2号 廿日市市新宮１丁目14番5号～廿日市市新宮１丁目13番26号
34343011t 広島 一般国道（指定区間外）2号 廿日市市地御前1丁目2番20号～廿日市市地御前１丁目2番25号
34343012t 広島 一般国道（指定区間外）2号 廿日市市地御前１丁目2番25号～廿日市市地御前１丁目3番3号
34343013t 広島 一般国道（指定区間外）184号 世羅郡甲山町小世良654番地5～世羅郡甲山町小世良605番地
34343014t 広島 一般国道（指定区間外）317号 御調郡向島町大字兼吉～尾道市向東町1223番地
34343015t 広島 一般国道（指定区間外）486号 東広島市八本松東２丁目10番10号～東広島市八本松町東３丁目8番5号
34343016t 広島 一般国道（指定区間外）487号 安芸郡音戸町鰯浜２丁目9番17号～安芸郡音戸町北隠渡１丁目7番18号
34344017t 広島 主要地方道（県道） 井原福山港線 福山市鋼管町JFE中門前～福山市大門５丁目2番11号
34344018t 広島 主要地方道（県道） 三原東城線 三原市八坂町91番地～三原市八坂町66番地
34344019t 広島 主要地方道（県道） 廿日市佐伯線 廿日市市宮内１丁目4番3号～廿日市市宮内１丁目12番12号
34346020t 広島 一般県道 広島海田線 安芸郡海田町窪町5番地11～安芸郡海田町窪町9番地13
34346021t 広島 一般県道 広島海田線 安芸郡海田町堀川町1番地7～安芸郡海田町堀川町3番地15
34813022t 広島 一般国道（指定区間外）2号 広島市西区井口5丁目35番8号～西区井口5丁目35番1号
34816023t 広島 一般県道 勝木安古市線 広島市安佐南区上安7丁目844番1号～安佐南区上安7丁目801番
34573024k 広島 一般国道（指定区間）2号 福山市西桜1丁目１号（西桜町１丁目（東）交差点）
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34573025k 広島 一般国道（指定区間）2号 福山市南本庄町４丁目（本庄町西交差点）
34573026k 広島 一般国道（指定区間）2号 東広島市西条町大字御薗宇9番地40（道照交差点）
34573027k 広島 一般国道（指定区間）2号 広島市南区東雲本町３丁目3番8号（東雲本町交差点）
34573028k 広島 一般国道（指定区間）2号 広島市中区南竹屋町2番地1（南竹屋町交差点）
34573029k 広島 一般国道（指定区間）2号 広島市中区国泰寺町１丁目6番6-3号（広島市役所前交差点）
34573030k 広島 一般国道（指定区間）2号 広島市中区住吉町3番地1（住吉町交差点）
34573031k 広島 一般国道（指定区間）2号 広島市佐伯区中央６丁目1番1号（木船交差点）
34573032k 広島 一般国道（指定区間）31号 広島市安芸区矢野西１丁目2番12号（矢野大浜交差点）
34573033k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市中区大手町３丁目15番（白神社前交差点）
34573034k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市安佐南区緑井１丁目3番（毘沙門台東入口交差点）
34573035k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市安佐南区八木８丁目2番1号（太田川橋西詰交差点）
34573036k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市安佐北区三入２丁目1番329-1号（桐陽台団地入口交差点）
34573037k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市中区基町6番地78（市民病院前交差点）
34573038k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市東区牛田新町１丁目3番1505-90号（牛田駅南交差点）
34573039k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市東区牛田新町２丁目2番25号（大芝水門東交差点）
34573040k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市東区牛田新町３丁目3番70-1号（祇園新橋南詰交差点）
34573041k 広島 一般国道（指定区間）54号 広島市安佐南区中筋１丁目1番138-1号（中筋1丁目交差点）
34573042k 広島 一般国道（指定区間）185号 竹原市竹原町9番地6（日本橋東詰交差点）
34343043k 広島 一般国道（指定区間外）182号 深安郡神辺町十九軒屋248番地-5（十九軒屋北交差点）
34343044k 広島 一般国道（指定区間外）183号 三次市南畑敷町349番地4（南畠敷交差点）
34343045k 広島 一般国道（指定区間外）183号 三次市四拾貫町91番地2（四貫交差点）
34343046k 広島 一般国道（指定区間外）183号 庄原市新庄町382番地1（新庄町交差点）
34343047k 広島 一般国道（指定区間外）261号 山県郡千代田町大字有田字下十日市519番地７（八重BP中交差点）
34343048k 広島 一般国道（指定区間外）313号 福山市三吉町南１丁目3番21号（三吉町南1交差点）
34343049k 広島 一般国道（指定区間外）317号 因島市中庄町2029番地1（因島要町交差点）
34343050k 広島 一般国道（指定区間外）317号 御調郡向島町大字向島5092番地2（向島田尻交差点）
34343051k 広島 一般国道（指定区間外）317号 御調郡向島町大字兼吉812番地33（向島田尻東交差点）
34343052k 広島 一般国道（指定区間外）317号 御調郡向島町大字兼吉542番地12（向島東西橋交差点）
34343053k 広島 一般国道（指定区間外）317号 尾道市向東町1109番地1（向島東西橋東交差点）
34343054k 広島 一般国道（指定区間外）317号 尾道市向東町1278番地2（向東二番潟交差点）
34343055k 広島 一般国道（指定区間外）375号 呉市広中新開２丁目1番27号（広小学校西口交差点）
34343056k 広島 一般国道（指定区間外）486号 福山市駅家町万能倉1115番地4（牛田橋北交差点）
34343057k 広島 一般国道（指定区間外）486号 福山市御幸町上岩成464番地8（万能倉南交差点）
34343058k 広島 一般国道（指定区間外）486号 東広島市西条中央２丁目11番2号（西条昭和町交差点）
34343059k 広島 一般国道（指定区間外）487号 呉市幸町2番地1（眼鏡橋交差点）
34344060k 広島 主要地方道（県道） 井原福山港線 福山市鋼管町JFE正門前（JFE正門交差点）
34344061k 広島 主要地方道（県道） 福山鞆線 福山市入船町２丁目11番30号（入船町2交差点）
34344062k 広島 主要地方道（県道） 福山鞆線 福山市松浜町１丁目9番1号（リーデンローズ西交差点）
34344063k 広島 主要地方道（県道） 福山鞆線 福山市松浜町１丁目13番7号（浜松町2北交差点）
34344064k 広島 主要地方道（県道） 福山鞆線 福山市御門町３丁目1番17号（御門町2交差点）
34344065k 広島 主要地方道（県道） 福山鞆線 福山市野上町２丁目7番8号（野上交番前交差点）
34344066k 広島 主要地方道（県道） 福山鞆線 福山市沖野上町５丁目29番10号（国立病院西交差点）
34344067k 広島 主要地方道（県道） 福山鞆線 福山市呑水町洗谷4752番地（水呑大橋西交差点）
34344068k 広島 主要地方道（県道） 廿日市佐伯線 廿日市市宮内１丁目1107番1号（峰高団地入口交差点）
34344069k 広島 主要地方道（県道） 廿日市佐伯線 廿日市市宮内上畑口2336番地1（四季が丘西口交差点）
34344070k 広島 主要地方道（県道） 呉平谷線 呉市二河町１番地（上山手橋東詰交差点）
34344071k 広島 主要地方道（県道） 呉平谷線 安芸郡熊野町平谷柳ノ本793番地（平谷交差点）
34344072k 広島 主要地方道（県道） 矢野安浦線 賀茂郡黒瀬町楢原字土屋原669番地1（土井原交差点）
34344073k 広島 主要地方道（県道） 鞆松永線 沼隈郡沼隈町草深1548番地（内海大橋入口交差点）
34344074k 広島 主要地方道（県道） 鞆松永線 福山市柳津町１丁目4番26号（相生島橋北詰交差点）
34344075k 広島 主要地方道（県道） 鞆松永線 福山市柳津町２丁目1番3号（相生島橋南交差点）
34344076k 広島 主要地方道（県道） 鞆松永線 福山市柳津町１丁目4番10号（相生交差点）
34344077k 広島 主要地方道（県道） 福山尾道線 福山市神村町6019番地1（神村町3区交差点）
34344078k 広島 主要地方道（県道） 東海田広島線 安芸郡海田町畝２丁目14番31号（国信橋北詰交差点）
34344079k 広島 主要地方道（県道） 東海田広島線 安芸郡海田町砂走1番地1-40（砂走橋西詰交差点）
34344080k 広島 主要地方道（県道） 東海田広島線 安芸郡府中町宮の町４丁目23番9号（宮の町4丁目交差点）
34344081k 広島 主要地方道（県道） 東海田広島線 安芸郡府中町浜田２丁目9番19号（永田交差点）
34344082k 広島 主要地方道（県道） 東海田広島線 安芸郡府中町茂陰１丁目3番17号（茂陰1丁目交差点）
34344083k 広島 主要地方道（県道） 東海田広島線 安芸郡府中町茂陰１丁目4番1号（府中大橋東詰交差点）
34346084k 広島 一般県道 広島海田線 安芸郡海田町堀川町1番地3（明神橋東詰交差点）
34346085k 広島 一般県道 広島海田線 安芸郡海田町堀川町3番地34（海田変電所先交差点）
34346086k 広島 一般県道 下御領新市線 深安郡神辺町新湯野１丁目13番1号（小山池南東交差点）
34346087k 広島 一般県道 西条停車場線 東広島市西条中央７丁目2番14号（江熊交差点）
34346088k 広島 一般県道 福山港松浜線 福山市新浜町２丁目1番24号（入江大橋南詰交差点）
34346089k 広島 一般県道 下三永吉川線 東広島市西条町田口2627番地1（東広島運動公園北交差点）
34346090k 広島 一般県道 坪生福山線 福山市春日町７丁目1番18号（培遠団地入口交差点）
34346091k 広島 一般県道 坪生福山線 福山市春日町５丁目3番25号（日吉台入口交差点）
34346092k 広島 一般県道 柞磨駅家線 福山市駅家町上山守121番地（山守橋北詰交差点）
34813093k 広島 一般国道（指定区間外）2号 広島市佐伯区海老園2丁目7番26号
34813094k 広島 一般国道（指定区間外）2号 広島市佐伯区海老園2丁目5番32号（佐伯区役所前駅入口交差点）
34813095k 広島 一般国道（指定区間外）191号 広島市安佐北区亀山9丁目1番11号（虹山団地西入口交差点）
34814096k 広島 主要地方道（県道） 矢野安浦線 広島市安芸区矢野南1丁目1番12号（矢野町小越交差点）
34814097k 広島 主要地方道（県道） 広島三次線 広島市南区比治山本町2番21号（鶴見橋東詰交差点）
34814098k 広島 主要地方道（県道） 広島三次線 広島市安佐北区口田南1丁目27番31号（下小田バス停前交差点）
34814099k 広島 主要地方道（県道） 広島三次線 広島市安佐北区口田南7丁目1番20号（矢口上バス停前交差点）
34816100k 広島 一般県道 広島海田線 広島市中区八丁堀15番4号（八丁堀交差点）
34816101k 広島 一般県道 広島海田線 広島市安芸区船越南1丁目6番1号（入川交差点）
34816102k 広島 一般県道 広島海田線 広島市船越南2丁目7番1号（船越南2丁目交差点）
34816103k 広島 一般県道 広島海田線 広島市船越南2丁目8番1号
34816104k 広島 一般県道 広島海田線 広島市船越南3丁目4番26号（安芸区役所西交差点）
34816105k 広島 一般県道 広島海田線 広島市船越南3丁目27番30号（安芸区役所東交差点）
34816106k 広島 一般県道 広島港線 広島市南区皆実町6丁目6番28号（御幸橋東詰交差点）
34816107k 広島 一般県道 広島港線 広島市中区千田町2丁目13番11号（御幸橋西詰交差点）
34816108k 広島 一般県道 広島港線 広島市中区千田町1丁目9番5号（日赤病院前交差点）
34816109k 広島 一般県道 南観音観音線 広島市西区観音新町2丁目1番1号（広島西飛行場入口交差点）
34816110k 広島 一般県道 伴広島線 広島市中区堺町2丁目1番1号（堺町2丁目1番交差点）
34816111k 広島 一般県道 伴広島線 広島市中区榎町10番14号（榎町10番交差点）
34816112k 広島 一般県道 八木広島線 広島市安佐北区口田1丁目22番9号（安佐大橋東詰交差点）
34817113k 広島 市道（政令市） 草津鈴が峰線 広島市西区商工センター3丁目1番1号（商工センター3丁目交差点）
34817114k 広島 市道（政令市） 比治山庚午線 広島市中区中島町2番1号（平和公園前交差点）
34817115k 広島 市道（政令市） 比治山庚午線 広島市中区中町10番8号（新川場通り前交差点）
34817116k 広島 市道（政令市） 比治山庚午線 広島市西区西観音町2番20号（西観音電停東交差点）
35573001t 山口 一般国道（指定区間）2号 岩国市立石町1丁目８番３０号～岩国市立石町１丁目５番５３号
35573002t 山口 一般国道（指定区間）2号 岩国市室ノ木町３丁目～岩国市室ノ木町５丁目
35573003t 山口 一般国道（指定区間）2号 宇部市大字山中８５０番地１～宇部市大字山中１０１２番地
35573004t 山口 一般国道（指定区間）2号 宇部市大字瓜生野～宇部市大字吉見
35573005t 山口 一般国道（指定区間）2号 下関市長府安養寺２丁目～下関市大字豊浦村
35573006t 山口 一般国道（指定区間）9号 山口市大字宮野上字杖坂東～山口市大字宮野上字権現坂
35573007t 山口 一般国道（指定区間）9号 下関市前田２丁目～下関市みもすそ川町
35573008t 山口 一般国道（指定区間）9号 下関市阿弥陀寺町５番地３～下関市阿弥陀寺町１番地７
35573009t 山口 一般国道（指定区間）188号 岩国市尾津町2丁目１４番５８号～岩国市尾津町２丁目１４番３８号
35573010t 山口 一般国道（指定区間）190号 小野田市西高泊６６４番地３～小野田市字西高泊６４２番地３
35573011t 山口 一般国道（指定区間）190号 小野田市西高泊７３１番地～小野田市字西高泊７３５番地
35573012t 山口 一般国道（指定区間）191号 下関市上新地町２丁目～下関市大坪町
35353013t 山口 一般国道（指定区間外）315号 周南市大字徳山８２３番地１～周南市大字徳山８０９番地３
35354014t 山口 主要地方道（県道） 山口防府線 山口市大字大内御堀１２０８番地８～山口市大字大内御堀１２２９番地
35354015t 山口 主要地方道（県道） 小郡三隅線 吉敷郡小郡町上郷５５７番地～吉敷郡小郡町上郷４９６番地２
35354016t 山口 主要地方道（県道） 柳井玖珂線 柳井市伊陸久可地～玖珂郡周東町祖生下南７８９７番地１
35356017t 山口 一般県道 藤生停車場錦帯橋線 岩国市南岩国2丁目80番５号～岩国市南岩国2丁目７８番２４号
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35356018t 山口 一般県道 光玖珂線 玖珂郡周東町下久原上市下1046番地～玖珂郡周東町下久原千束
35356019t 山口 一般県道 下関川棚線 下関市吉見上530番地～下関市吉見上881番2号
35356020t 山口 一般県道 下松新南陽線 周南市遠石五日町9番～周南市遠石五日町12番
35573021k 山口 一般国道（指定区間）2号 岩国市錦見3丁目５番４５号（岩国市錦見３丁目交差点）
35573022k 山口 一般国道（指定区間）2号 周南市大字徳山６６７６番地１（徳山停車場線交差点）
35573023k 山口 一般国道（指定区間）2号 周南市大字下上９３４番地１（土井交差点）
35573024k 山口 一般国道（指定区間）9号 山口市大字宮野上２６４０番地１（木戸山交差点）
35573025k 山口 一般国道（指定区間）190号 宇部市大字東岐波１３２２番地１（前田児童公園南交差点）
35573026k 山口 一般国道（指定区間）190号 宇部市松山町１丁目１２番１号（松山町１丁目交差点）
35573027k 山口 一般国道（指定区間）190号 宇部市西中町３番地１（西中町交差点）
35573028k 山口 一般国道（指定区間）190号 小野田市新生１丁目１番１０号（新生町交差点）
35353029k 山口 一般国道（指定区間外）435号 山口市大字吉敷３０６９番地
35353030k 山口 一般国道（指定区間外）437号 柳井市日積（大原交差点）
35353031k 山口 一般国道（指定区間外）491号 豊浦郡菊川町上岡枝（上岡枝交差点）
35354032k 山口 主要地方道（県道） 新南陽日原線 周南市政所２丁目３番７号（政所交差点）
35354033k 山口 主要地方道（県道） 徳山光線 光市浅江１３６０番地
35354034k 山口 主要地方道（県道） 徳山光線 光市浅江３丁目１８番１１号
35354035k 山口 主要地方道（県道） 光柳井線 柳井市新庄１５５６番地１４（沖原団地入口交差点）
35354036k 山口 主要地方道（県道） 光上関線 光市立野１３９０番地（立野橋交差点）
35354037k 山口 主要地方道（県道） 小野田美東線 小野田市日の出３丁目５番（日の出跨線交差点）
35354038k 山口 主要地方道（県道） 下関港線 下関市上田中町２丁目７番１３号（上田中二交差点）
35354039k 山口 主要地方道（県道） 山口小郡秋穂線 山口市大字陶４９０４番地１（丸尾沖交差点）
35354040k 山口 主要地方道（県道） 下松田布施線 下松市大手町２丁目７番６号（下松市役所正門前交差点）
35354041k 山口 主要地方道（県道） 下松田布施線 光市大字小周防（虹川交差点）
35356042k 山口 一般県道 上久原藤生停車場線 玖珂郡玖珂町本町下４９７０番地４（本町交差点）
35356043k 山口 一般県道 光玖珂線 玖珂郡周東町下久原千束（一燈信号交差点）
35356044k 山口 一般県道 伊保庄平生線 熊毛郡平生町平生村下横手土手１６９番地４（土手町交差点）
35356045k 山口 一般県道 徳山新南陽線 周南市浜田1丁目3番
35356046k 山口 一般県道 徳山新南陽線 周南市福川南町１番（保土ヶ谷化学入口交差点）
35356047k 山口 一般県道 高井大道停車場線 防府市高倉2丁目28番
35356048k 山口 一般県道 田ノ首下関線 下関市彦島福浦町3丁目1番23号（福浦口交差点）
35356049k 山口 一般県道 下松新南陽線 周南市桜木3丁目5番
35356050k 山口 一般県道 下松新南陽線 周南市五月町11番
35356051k 山口 一般県道 下松新南陽線 周南市遠石3丁目5番（遠石交差点）
35356052k 山口 一般県道 下松新南陽線 周南市清水2丁目1番
35356053k 山口 一般県道 下松新南陽線 周南市清水1丁目6番1号
35356054k 山口 一般県道 下松新南陽線 周南市社地町4番
35356055k 山口 一般県道 下松新南陽線 周南市本陣町17番
36583001t 徳島 一般国道（指定区間）55号 徳島県海部郡日和佐町北河内字久望643-1～徳島県海部郡日和佐町北河内字久望646-1
36583002t 徳島 一般国道（指定区間）192号 徳島県麻植郡鴨島町鴨島字本郷141-1～徳島県麻植郡鴨島町中島字大止435
36583003t 徳島 一般国道（指定区間）192号 徳島県麻植郡鴨島町中島大止435～徳島県麻植郡鴨島町内原字西張459-1
36583004t 徳島 一般国道（指定区間）192号 徳島県徳島市八万町1丁目2～徳島県徳島市幸町1丁目6
36364005t 徳島 主要地方道（県道） 津田川島線 阿波郡市場町香美字岸ﾉ下1番2～8番1
36364006t 徳島 主要地方道（県道） 松茂吉野線 板野郡藍住町奥野字西中須52番6～乾131番
36364007t 徳島 主要地方道（県道） 松茂吉野線 板野郡藍住町奥野字西中須59番１～東中富字長江傍示82番
36364008t 徳島 主要地方道（県道） 松茂吉野線 板野郡藍住町東中富字長江傍示26番4～80番5
36364009t 徳島 主要地方道（県道） 松茂吉野線 板野郡藍住町東中富字長江傍示13番～35番
36364010t 徳島 主要地方道（県道） 羽ノ浦福井線 阿南市長生町原田56番～岩ノ下56番1
36364011t 徳島 主要地方道（県道） 徳島鴨島線 徳島市徳島町城内6番～吉野本町２丁目20番21
36366012t 徳島 一般県道 宮倉徳島線 徳島市南二軒屋町1丁目2番20～871
36366013t 徳島 一般県道 宮倉徳島線 徳島市仲之町1丁目8番～26番
36583014k 徳島 一般国道（指定区間）11号 徳島県徳島市徳島本町１丁目（徳島本町交差点）
36583015k 徳島 一般国道（指定区間）11号 徳島県徳島市北常三島町１丁目（北常三島町交差点）
36583016k 徳島 一般国道（指定区間）11号 徳島県徳島市東吉野町２丁目（吉野川大橋南交差点）
36583017k 徳島 一般国道（指定区間）32号 徳島県三好郡山城町上名（大歩危橋西詰交差点）
36583018k 徳島 一般国道（指定区間）55号 徳島県徳島市八万町大野（大野交差点）
36583019k 徳島 一般国道（指定区間）55号 徳島県小松島市小松島町領田20
36583020k 徳島 一般国道（指定区間）55号 徳島県阿南市富岡町玉塚30-6
36583021k 徳島 一般国道（指定区間）55号 徳島県大林町字森ノ本（大林北交差点）
36363022k 徳島 一般国道（指定区間外）438号 徳島市南二軒屋町１丁目2番871（南二軒屋交差点）
36364023k 徳島 主要地方道（県道） 徳島引田線 徳島市中島田町2丁目25番（中島田2丁目交差点）
36364024k 徳島 主要地方道（県道） 鳴門公園線 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48番(小鳴門橋登口交差点)
36364025k 徳島 主要地方道（県道） 鳴門池田線 板野郡吉野町五条字市ノ本（五条交差点）
36364026k 徳島 主要地方道（県道） 松茂吉野線 板野郡北島町中村字松ﾉ本28番(老門交差点)
36364027k 徳島 主要地方道（県道） 松茂吉野線 板野郡藍住町奥野字西中須52番6
36364028k 徳島 主要地方道（県道） 松茂吉野線 板野郡上板町椎本字椎ﾉ宮196番(椎ﾉ宮交差点)
36364029k 徳島 主要地方道（県道） 徳島吉野線 徳島市上助任町蛭子87番(吉野川橋南岸ｱﾝﾀﾞｰ西詰合流点)
36364030k 徳島 主要地方道（県道） 徳島吉野線 徳島市北島田町3丁目29番(不動橋南岸ｱﾝﾀﾞｰ東詰合流点)
36364031k 徳島 主要地方道（県道） 小松島港線 小松島市江田町腰前174番(江田交差点)
36364032k 徳島 主要地方道（県道） 徳島環状線 板野郡北島町鯛浜字外野19番
36364033k 徳島 主要地方道（県道） 小松島佐那河内線 小松島市小松島町高須36番
36364034k 徳島 主要地方道（県道） 徳島鳴門線 徳島市中吉野町2丁目11番（中吉野町2丁目交差点）
36366035k 徳島 一般県道 宮倉徳島線 徳島市紺屋町5番1（紺屋町交差点）
36366036k 徳島 一般県道 宮倉徳島線 徳島市仲之町3丁目41番
36366037k 徳島 一般県道 土成徳島線 板野郡藍住町徳命小塚東28番(名田橋北岸ｱﾝﾀﾞｰ西詰合流点)
36366038k 徳島 一般県道 土成徳島線 徳島市応神町古川123番(吉野川橋北岸ｱﾝﾀﾞｰ西詰合流点)
36366039k 徳島 一般県道 平島国府線 名西郡石井町高川原字高川原1306番4
37583001t 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県さぬき市津田町鶴羽2336-1～香川県さぬき市津田町鶴羽2139-1
37583002t 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県さぬき市津田町津田138-21～香川県さぬき市津田町津田909-9
37583003t 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県さぬき市志度1868-5～香川県さぬき市志度1890
37583004t 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県さぬき市志度620-8～香川県さぬき市志度660-9
37583005t 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市瓦町1丁目9-3～香川県高松市中新町14
37583006t 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県観音寺市吉岡町194-1～香川県観音寺市植田町309-4
37583007t 香川 一般国道（指定区間）32号 香川県三豊郡財田町財田上7566-18～香川県三豊郡財田町財田上7567-42
37373008t 香川 一般国道（指定区間外）193号 塩江町安原下７２８－２～塩江町安原下１５９２－１
37373009t 香川 一般国道（指定区間外）377号 大野原町大野原１３５６－４～大野原町大野原６２６３－１
37373010t 香川 一般国道（指定区間外）436号 池田町蒲生甲６１－１～池田町蒲生１９０５－１
37373011t 香川 一般国道（指定区間外）438号 飯山町上法軍寺１７５２－２～飯山町上法軍寺１０４９－１
37374012t 香川 主要地方道（県道） 高松長尾大内線 東かがわ市中山７５３－１～東かがわ市中山２８３－４
37374013t 香川 主要地方道（県道） 三木綾南線 高松市西植田２１６３－１～高松市西植田３０３７－１
37374014t 香川 主要地方道（県道） 三木綾南線 高松市西植田４６８２～香川町川内原１４１２
37374015t 香川 主要地方道（県道） 善通寺府中線 丸亀市郡家町２６４７～丸亀市川西北町６６５
37374016t 香川 主要地方道（県道） 善通寺府中線 丸亀市川西町北６６４－１～丸亀市川西町北６２６－１
37374017t 香川 主要地方道（県道） 丸亀詫間豊浜線 丸亀市今津町７２５－１～丸亀市今津町８５２－１
37374018t 香川 主要地方道（県道） 丸亀詫間豊浜線 多度津町北鴨１－３－３０～多度津町北鴨１－１－３６
37374019t 香川 主要地方道（県道） 丸亀詫間豊浜線 多度津町栄町２－６－１６～多度津町家中１－６
37374020t 香川 主要地方道（県道） 丸亀詫間豊浜線 多度津町西白方１８１－１～多度津町西白方９９５－２
37374021t 香川 主要地方道（県道） 善通寺綾歌線 丸亀市垂水町３１２７～丸亀市川西町南８２２－１
37374022t 香川 主要地方道（県道） 高松丸亀線 丸亀市中府町1ー６－２８～丸亀市中府町１－３－２０
37374023t 香川 主要地方道（県道） 三木牟礼線 三木町井上１１１－１～三木町井上８６５
37374024t 香川 主要地方道（県道） 三木牟礼線 牟礼町原２２６０－２～牟礼町原（新立石トンネル入口）
37374025t 香川 主要地方道（県道） 小蓑前田東線 三木町池戸２５１２－１～三木町池戸２９００－３
37374026t 香川 主要地方道（県道） 中徳三谷高松線 高松市田町９－１１～高松市田町９－２５
37374027t 香川 主要地方道（県道） 中徳三谷高松線 高松市林町２３０－９～高松市林町１１７０－７
37376028t 香川 一般県道 石田東志度線 さぬき市志度４４４１－２～さぬき市志度１９００－７
37376029t 香川 一般県道 大麻琴平十郷線 琴平町琴平７３３－１～仲南町十郷６１－１
37376030t 香川 一般県道 宮尾高瀬線 高瀬町新名８６６－２～高瀬町下勝間２７８８
37583031k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県東かがわ市引田2060-1（ＪＲ四国引田駅西交差点）
37583032k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県さぬき市志度1890（天野峠西交差点）
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37583033k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県木田郡牟礼町原370（琴電原駅前交差点）
37583034k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市上天神町547-1（上天神町交差点）
37583035k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市田村町372（峰山口交差点）
37583036k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県善通寺市原田町1580-4（原田東交差点）
37583037k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県観音寺市植田町113-1（植田町原交差点）
37583038k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県三豊郡大野原町4134-3（林屋敷交差点）
37583039k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市前田西町11-9（前田西町交差点）
37583040k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市東山崎町437-1（水田交差点）
37583041k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市東山崎町304-15（水田西交差点）
37583042k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市東山崎町8-4（東山崎町交差点）
37583043k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市元山町7-4（春日川新橋西詰交差点）
37583044k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市太田下町2471-1（太田中学校北交差点）
37583045k 香川 一般国道（指定区間）11号 香川県高松市太田下町2280-1（三条交差点）
37583046k 香川 一般国道（指定区間）32号 香川県仲多度郡満濃町吉野下280-1（四條交差点）
37583047k 香川 一般国道（指定区間）32号 香川県仲多度郡琴平町榎井700-5（榎井交差点）
37583048k 香川 一般国道（指定区間）32号 香川県三豊郡財田町財田上6243-1（（仮称）財田横断歩道橋交差点）
37583049k 香川 一般国道（指定区間）319号 香川県善通寺市上吉田町414-2（上吉田町交差点）
37583050k 香川 一般国道（指定区間）319号 香川県仲多度郡琴平町苗田938-1（苗田交差点）
37373051k 香川 一般国道（指定区間外）377号 大野原町大野原１１８７－１（大野原交差点）
37373052k 香川 一般国道（指定区間外）438号 満濃町長尾１４７１（長尾交差点）
37374053k 香川 主要地方道（県道） 観音寺池田線 観音寺市村黒町７５１（村黒町交差点）
37374054k 香川 主要地方道（県道） 観音寺佐野線 大野原町荻原１５３０－２（荻原交差点）
37374055k 香川 主要地方道（県道） 三木国分寺線 高松市川島東町８７９（川島本町交差点）
37374056k 香川 主要地方道（県道） 丸亀詫間豊浜線 観音寺市観音寺町甲２４５１（港橋北交差点）
37374057k 香川 主要地方道（県道） 岡田善通寺線 満濃町公文４１８（公文交差点）
37374058k 香川 主要地方道（県道） 善通寺詫間線 善通寺市上吉田町４－９－３０（中央交番前交差点）
37376059k 香川 一般県道 炭所東琴平線 満濃町吉野１２９６－２（吉野交差点）
38583001t 愛媛 一般国道（指定区間）11号 新居浜市喜光地町1丁目２～新居浜市喜光地町１丁目１２
38583002t 愛媛 一般国道（指定区間）11号 周桑郡丹原町大字鞍瀬辛691-2～周桑郡丹原町大字千原乙257-2
38583003t 愛媛 一般国道（指定区間）11号 温泉郡川内町河之内乙878-8～温泉郡川内町河之内乙1223-10
38583004t 愛媛 一般国道（指定区間）33号 上浮穴郡久万町東明神字六部堂甲2159-1～上浮穴郡久万町東明神字遍路塚甲2362-2
38583005t 愛媛 一般国道（指定区間）33号 松山市久谷町乙964-2～松山市久谷町乙808-1
38583006t 愛媛 一般国道（指定区間）33号 松山市久谷町乙808-1～松山市久谷町乙797
38583007t 愛媛 一般国道（指定区間）33号 松山市久谷町乙814-2～松山市久谷町乙223
38583008t 愛媛 一般国道（指定区間）33号 松山市久谷町乙223～松山市久谷町乙290-7
38583009t 愛媛 一般国道（指定区間）33号 松山市久谷町乙290-7～松山市久谷町乙98-13
38583010t 愛媛 一般国道（指定区間）33号 伊予郡砥部町大字岩谷口字中畝乙116～伊予郡砥部町大字岩谷口字中畝乙185-2
38583011t 愛媛 一般国道（指定区間）33号 伊予郡砥部町大字岩谷口字中畝乙185-2～伊予郡砥部町大字岩谷口字中畝920
38583012t 愛媛 一般国道（指定区間）56号 喜多郡内子町城廻892番地～城廻991番地1
38583013t 愛媛 一般国道（指定区間）56号 喜多郡内子町城廻991番地1～城廻1056番地
38583014t 愛媛 一般国道（指定区間）56号 喜多郡内子町城廻1056番地～城廻1402番地
38583015t 愛媛 一般国道（指定区間）56号 喜多郡内子町城廻1402番地～城廻1661番地
38583016t 愛媛 一般国道（指定区間）56号 喜多郡内子町城廻1859番地 ～立山4625番地1
38583017t 愛媛 一般国道（指定区間）56号 伊予郡双海町大字上灘戊373-5～伊予郡双海町大字上灘戊513-3
38583018t 愛媛 一般国道（指定区間）56号 伊予市大平字小手谷戊133-1～伊予市大平字大南戊123-1
38583019t 愛媛 一般国道（指定区間）56号 伊予市大平字大南戊123-1～伊予市大平字大南乙161-6
38583020t 愛媛 一般国道（指定区間）192号 川之江市川滝町下山丙539-3～川之江市川滝町下山799-5
38583021t 愛媛 一般国道（指定区間）196号 松山市本町6丁目11-12～松山市本町6丁目11-1
38583022t 愛媛 一般国道（指定区間）196号 松山市本町6丁目11-1～松山市本町6丁目11-8
38383023t 愛媛 一般国道（指定区間外）197号 八幡浜市江戸岡1丁目1-6～江戸岡１丁目1-5
38383024t 愛媛 一般国道（指定区間外）317号 松山市南持田町30～南持田町21-2
38383025t 愛媛 一般国道（指定区間外）317号 松山市玉谷町猿渡橋手前200ｍ～玉谷町243-2　400ｍ先
38383026t 愛媛 一般国道（指定区間外）317号 今治市別宮町1丁目4-1～別宮町2丁目1-10
38383027t 愛媛 一般国道（指定区間外）378号 伊予郡双海町高岸1227-2先～高岸1470-2先
38384028t 愛媛 主要地方道（県道） 壬生川新居浜野田線 新居浜市新田町2丁目2-53～新田町2丁目2-17
38384029t 愛媛 主要地方道（県道） 壬生川新居浜野田線 新居浜市新田町2丁目2-17～新田町2丁目2-4
38384030t 愛媛 主要地方道（県道） 松山空港線 松山市空港通5丁目10-3～空港通5丁目8-1
38384031t 愛媛 主要地方道（県道） 松山空港線 松山市空港通3丁目10-10～2丁目14-1
38384032t 愛媛 主要地方道（県道） 松山港線 松山市宮田町183-6～宮田町129-6
38384033t 愛媛 主要地方道（県道） 今治波方港線 今治市祇園町2丁目2-8～2丁目1-1
38384034t 愛媛 主要地方道（県道） 壬生川丹原線 東予市周布332～周布341-1
38386035t 愛媛 一般県道 多喜浜泉川線 新居浜市松神子1丁目1-43～松神子1丁目2-26
38386036t 愛媛 一般県道 多喜浜泉川線 新居浜市田の上1丁目4-33～田の上1丁目5-48
38386037t 愛媛 一般県道 松山川内線 松山市松末1丁目14-5～松末1丁目6-10
38386038t 愛媛 一般県道 松山川内線 松山市松末1丁目4-10～松末1丁目3-15
38386039t 愛媛 一般県道 松山川内線 松山市福音寺町250-2～福音寺町55-1
38386040t 愛媛 一般県道 松山川内線 松山市福音寺町55-1～福音寺町17-5
38386041t 愛媛 一般県道 松山川内線 松山市南久米町145-1～南久米町138
38389042t 愛媛 市道 新田松神子線 新居浜市港町5丁目24～菊本町1丁目2-24
38583043k 愛媛 一般国道（指定区間）11号 松山市小坂5丁目（小坂交差点）
38583044k 愛媛 一般国道（指定区間）33号 松山市天山5丁目（天山交差点）
38583045k 愛媛 一般国道（指定区間）56号 松山市和泉北2丁目（和泉北2丁目交差点）
38583046k 愛媛 一般国道（指定区間）196号 松山市本町3丁目（本町3丁目交差点）
38583047k 愛媛 一般国道（指定区間）196号 松山市本町6丁目（消防局前交差点）
38384048k 愛媛 主要地方道（県道） 松山港線 松山市辰巳町4-3　（辰巳交差点）
38384049k 愛媛 主要地方道（県道） 松山港線 松山市中央1丁目11-1　（中央1丁目交差点）
38384050k 愛媛 主要地方道（県道） 松山港線 松山市大手町2丁目9-17　（松山駅前交差点）
38384051k 愛媛 主要地方道（県道） 松山港内宮線 松山市和気町1丁目107-7
38384052k 愛媛 主要地方道（県道） 松山東部環状線 松山市南久米町138
38384053k 愛媛 主要地方道（県道） 壬生川新居浜野田線 新居浜市松神子1丁目2-26
38386054k 愛媛 一般県道 金生三島線 伊予三島市宮川1丁目9-53
38386055k 愛媛 一般県道 多喜浜泉川線 今治市郷5丁目9-32　（城下橋東交差点）
38386056k 愛媛 一般県道 多喜浜泉川線 新居浜市庄内町6丁目5-31
38386057k 愛媛 一般県道 桜井山路線 今治市片山4丁目3-1
38386058k 愛媛 一般県道 三津浜停車場線 松山市古三津1丁目29-17
38386059k 愛媛 一般県道 六軒屋石手線 松山市道後湯之町2-11
38386060k 愛媛 一般県道 久谷森松停車場線 松山市森松町510-1
38389061k 愛媛 市道 新田松神子線 新居浜市新須賀町4丁目4-23
39583001t 高知 一般国道（指定区間）32号 南国市天行寺字中川原～同市才谷字栗ヶ畝
39583002t 高知 一般国道（指定区間）32号 南国市外山字影山～同市宍崎字樋ノ谷
39583003t 高知 一般国道（指定区間）32号 高知市知寄町3丁目～同市同町2丁目
39583004t 高知 一般国道（指定区間）33号 佐川町佐川甲字永田470-2～佐川町佐川甲字永田437-6
39583005t 高知 一般国道（指定区間）55号 室戸市室戸岬町高岡字岩屋～同市同町高岡字大坊ヤシキ
39583006t 高知 一般国道（指定区間）55号 安芸市赤野字浜田～同市赤野字住吉
39583007t 高知 一般国道（指定区間）56号 土佐市東鴨地字長谷～同市東鴨地字松ヶ澤
39583008t 高知 一般国道（指定区間）56号 佐賀町市ノ瀬字未川北路山９１５番３２地先～佐賀町市ノ瀬字ウワダバヤマ９３４番３２地先
39393009t 高知 一般国道（指定区間外）195号 南国市　日吉町　1丁目1-3　～　南国市　日吉町　1丁目1-10
39394010t 高知 主要地方道（県道） 春野赤岡線 高知市　浦戸　410-1　～　高知市　浦戸　529
39394011t 高知 主要地方道（県道） 高知本山線 高知市　東秦泉寺　～　高知市　東秦泉寺
39394012t 高知 主要地方道（県道） 高知本山線 高知市　東秦泉寺～　高知市　薊野
39394013t 高知 主要地方道（県道） 高知本山線 高知市　薊野　～　高知市　薊野
39394014t 高知 主要地方道（県道） 龍河洞公園線 野市町　大谷　12-1　～　野市町　大谷　892
39394015t 高知 主要地方道（県道） 高知土佐線 高知市　針木北　2丁目9-19　～　高知市　針木北　2丁目10-15
39394016t 高知 主要地方道（県道） 南国インター線 南国市　後免町　2丁目1-29　～　南国市　後免町　3丁目4-17
39583017k 高知 一般国道（指定区間）32号 南国市小篭字シヲクサリ（福山通運前交差点）
39583018k 高知 一般国道（指定区間）32号 南国市大津甲字立場（小篭交差点）
39583019k 高知 一般国道（指定区間）32号 南国市大津甲字池田（明見交差点）
39583020k 高知 一般国道（指定区間）32号 高知市堺町（堀詰交差点）
39583021k 高知 一般国道（指定区間）33号 高知市旭町２丁目字カヤリハタ（旭町2丁目交差点）
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39583022k 高知 一般国道（指定区間）56号 高知県高岡郡窪川町窪川字クラタニ１３７８番１地先
39583023k 高知 一般国道（指定区間）56号 高知県中村市右山字明治１番地先
39583024k 高知 一般国道（指定区間）56号 高知城山町字西屋舗（石立交差点）
39394025k 高知 主要地方道（県道） 高知空港線 南国市　久枝　物部川大橋西詰交差点
39394026k 高知 主要地方道（県道） 春野赤岡線 吉川村　古川　昭和橋北詰交差点
39394027k 高知 主要地方道（県道） 高知本山線 高知市　愛宕町　3丁目　江ノ口変電所前交差点
39394028k 高知 主要地方道（県道） 高知本山線 高知市　愛宕町　3丁目　愛宕さくら保育園前交差点
39394029k 高知 主要地方道（県道） 土居五台山線 高知市　五台山　新五台山橋北西詰交差点
39394030k 高知 主要地方道（県道） 桂浜はりまや線 高知市　瀬戸　高知信金瀬戸支店前交差点
39394031k 高知 主要地方道（県道） 桂浜はりまや線 高知市　横浜　ローソン高知横浜点前交差点
39394032k 高知 主要地方道（県道） 桂浜はりまや線 高知市　梅ノ辻　寺尾石材店前交差点
39394033k 高知 主要地方道（県道） 高知南環状線 高知市　長浜　競馬場北口交差点
39394034k 高知 主要地方道（県道） 南国インター線 南国市　後免町　香陽ハイヤー前交差点
39396035k 高知 一般県道 土佐山田野市線 土佐山田町　戸板島　戸板島橋西詰交差点
39396036k 高知 一般県道 土佐山田野市線 野市町　父養寺　父養寺橋北西交差点
39396037k 高知 一般県道 土佐山田野市線 野市町　西野　野市郵便局前交差点
39396038k 高知 一般県道 土佐山田野市線 野市町　西野　武市橋交差点
39396039k 高知 一般県道 栗山大津線 高知市　大津　四銀大津支店前交差点
39396040k 高知 一般県道 土佐一宮停車場線 高知市　一宮　一宮土佐神社前交差点
39396041k 高知 一般県道 南国野市線 南国市　立田　南国葬祭場前交差点
40593001t 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡東区西本町2丁目８番～西本町３丁目５番
40593002t 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区藤田1丁目６番２８号～藤田１丁目３番１８号
40593003t 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区黒崎1丁目３番１８号～黒崎１丁目５番１９号
40593004t 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区則松5丁目１番２８号～則松５丁目５番２１号
40593005t 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区則松5丁目７番２５号～則松５丁目１０番１０号
40593006t 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区大膳１丁目１番～大膳１丁目２番
40593007t 福岡 一般国道（指定区間）3号 糟屋郡新宮町大字三代999番1号～973番4号
40593008t 福岡 一般国道（指定区間）3号 糟屋郡新宮町大字原上817番1号～846番2号
40593009t 福岡 一般国道（指定区間）3号 筑紫野市大字原田1001番～1137番1号
40593010t 福岡 一般国道（指定区間）10号 北九州市小倉南区津田新町２丁目１５番～津田新町３丁目１５番
40593011t 福岡 一般国道（指定区間）10号 北九州市小倉南区田原新町３丁目１番～田原３丁目１６番
40593012t 福岡 一般国道（指定区間）200号 直方市大字感田１５３５番２５号～１５３１番１号
40593013t 福岡 一般国道（指定区間）200号 直方市大字頓野字縄手下～大字頓野字西ヶ崎
40593014t 福岡 一般国道（指定区間）201号 糟屋郡篠栗町大字篠栗985番～340番3号
40593015t 福岡 一般国道（指定区間）201号 飯塚市大字蓮台寺３番２号～大字大日寺１５８３番１号
40593016t 福岡 一般国道（指定区間）201号 飯塚市大字蓮台寺９５２番１号～１０５５番１号
40593017t 福岡 一般国道（指定区間）201号 飯塚市大字川津４０８番２号～４０７番２号
40593018t 福岡 一般国道（指定区間）201号 飯塚市大字立岩１１２５番～大字柏の森１０９２番
40593019t 福岡 一般国道（指定区間）201号 飯塚市大字柏の森５６番１号～大字柏の森４３番７号
40593020t 福岡 一般国道（指定区間）201号 飯塚市大字柏の森４番１号～１番２８号
40593021t 福岡 一般国道（指定区間）201号 田川市大字川宮４７０番２号～５２８番１号
40593022t 福岡 一般国道（指定区間）201号 田川市大字夏吉１９４番～１３３４番４号
40593023t 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区飯倉3丁目～原2丁目
40593024t 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区原3丁目～6丁目
40593025t 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区原5丁目36番～1306番1号
40593026t 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区原5丁目1306番1号～1311番17号
40593027t 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区小田部1丁目1番24号～6番34号
40593028t 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市西区今宿717番2号～714番1号
40593029t 福岡 一般国道（指定区間）208号 大牟田市船津町839番2号～447番
40593030t 福岡 一般国道（指定区間）208号 大牟田市田隈927番～926番2号
40593031t 福岡 一般国道（指定区間）208号 山門郡三橋町柳河815番2号～841番
40593032t 福岡 一般国道（指定区間）210号 浮羽郡吉井町大字若宮49番～30番11号
40403033t 福岡 一般国道（指定区間外）200号 嘉穂郡筑穂町大字内野字古屋敷～嘉穂郡筑穂町大字桑曲字入郎四
40403034t 福岡 一般国道（指定区間外）211号 朝倉郡小石原村大字鼓字桑鶴～朝倉郡小石原村大字鼓字黒谷
40403035t 福岡 一般国道（指定区間外）322号 田川郡香春町大字採銅所3316-1～田川郡香春町大字採銅所4053
40404036t 福岡 主要地方道（県道） 北九州芦屋線 遠賀郡水巻町猪熊９丁目～遠賀郡水巻町猪熊８丁目
40404037t 福岡 主要地方道（県道） 北九州芦屋線 遠賀郡遠賀町大字島津3168-6～遠賀郡遠賀町大字島津861
40404038t 福岡 主要地方道（県道） 福岡筑紫野線 筑紫野市杉塚2丁目7-32～筑紫野市塔原東5丁目11-5
40404039t 福岡 主要地方道（県道） 福岡筑紫野線 太宰府市大佐野106-1～筑紫野市杉塚2丁目14-22
40404040t 福岡 主要地方道（県道） 筑紫野古賀線 太宰府市大字太宰府734～太宰府市大字太宰府738-2
40404041t 福岡 主要地方道（県道） 飯塚大野城線 嘉穂郡筑穂町大字内住2374-1～嘉穂郡筑穂町大字内住2719
40404042t 福岡 主要地方道（県道） 福岡太宰府線 糟屋郡志免町田富1丁目5-6～糟屋郡志免町田富2丁目3
40406043t 福岡 一般県道 飯塚山田線 嘉穂郡稲築町大字鴨生694-3～嘉穂郡稲築町大字鴨生480-1
40406044t 福岡 一般県道 福岡篠栗線 糟屋郡粕屋町大字仲原2263-1～糟屋郡粕屋町大字原町85
40406045t 福岡 一般県道 福岡篠栗線 糟屋郡篠栗町大字尾仲103-2～糟屋郡篠栗町大字尾仲70-1
40823046t 福岡 一般国道（指定区間外）211号 八幡西区上上津役3丁目1番14号～上上津役3丁目2番2号
40824047t 福岡 主要地方道（県道） 小倉中間線 八幡東区田代町14番10号～大字田代４２３番
40824048t 福岡 主要地方道（県道） 北九州小竹線 八幡東区上本町1丁目9番47号～大蔵2丁目1番10号
40833049t 福岡 一般国道（指定区間外）263号 福岡市早良区大字飯場９３９－１～９５５－１
40837050t 福岡 市道（政令市） 博多駅春日原1号線 福岡市博多区諸岡２丁目９番２１号～諸岡４丁目２番２１号
40837051t 福岡 市道（政令市） 博多駅春日原1号線 福岡市博多区諸岡２丁目９番１７号～諸岡４丁目３番９号
40837052t 福岡 市道（政令市） 博多駅春日原1号線 福岡市博多区諸岡２丁目１０番２５号～諸岡４丁目３番１３号
40837053t 福岡 市道（政令市） 博多駅春日原2号線 福岡市博多区諸岡１丁目１６番２３号～諸岡３丁目６番２１号
40837054t 福岡 市道（政令市） 千代今宿線 福岡市西区小戸３丁目５１番１号～小戸３丁目５１番７号
40837055t 福岡 市道（政令市） 千代今宿線 福岡市西区生の松原1丁目２０番５号～生の松原１丁目２０番７号
40837056t 福岡 市道（政令市） 千代今宿線 福岡市西区生の松原1丁目１６番１号～生の松原１丁目１６番９号
40837057t 福岡 市道（政令市） 千代今宿線 福岡市西区生の松原1丁目１７番７号～生の松原１丁目１８番１号
40593058k 福岡 一般国道（指定区間）2号 北九州市門司区東門司１丁目１番（東本町2丁目交差点）
40593059k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市小倉北区萩崎町３番（足立中学校前交差点）
40593060k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市小倉北区三萩野１丁目１番４３号（小倉北消防署前交差点）
40593061k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市小倉北区黄金１丁目２番（三萩野交差点）
40593062k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市小倉北区真鶴２丁目１１番３２号（歯大前西交差点）
40593063k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市小倉北区金鶏町１番（金鶏町交差点）
40593064k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市小倉北区上到津３丁目３番３０号（上到津2丁目交差点）
40593065k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡東区藤見町１番（山の口小学校前交差点）
40593066k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡東区中央２丁目１１番（戸畑バイパス西交差点）
40593067k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡東区西本町１丁目２０番（西本町1丁目交差点）
40593068k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡東区桃園２丁目６番４３号（桃園2丁目交差点）
40593069k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区藤田２丁目４番１号（藤田2丁目交差点）
40593070k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区熊西１丁目５番
40593071k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区穴生３丁目１０番
40593072k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区樋口町１番１号（樋口町交差点）
40593073k 福岡 一般国道（指定区間）3号 北九州市八幡西区則松４丁目１５番（則松南口交差点）
40593074k 福岡 一般国道（指定区間）3号 宗像市大字徳重（徳重交差点）
40593075k 福岡 一般国道（指定区間）3号 宗像郡福間町大字八並（八並交差点）
40593076k 福岡 一般国道（指定区間）3号 古賀市久保字鎌田1082番4号（流交差点）
40593077k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市東区香椎駅前2丁目685番1号（御島橋交差点）
40593078k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市東区香椎駅前2丁目733番7号（香椎交差点）
40593079k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市東区千早4丁目4番1号（御幸町交差点）
40593080k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市東区名島4丁目1番10号（名島橋東交差点）
40593081k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市東区箱崎7丁目5番8号（名島橋西交差点）
40593082k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市東区箱崎7丁目8番4128号（箱崎埠頭中央入口交差点）
40593083k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市東区箱崎2丁目47番8号（箱崎4丁目交差点）
40593084k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市博多区千代5丁目3番33号
40593085k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市博多区千代3丁目3番40号（千代3丁目交差点）
40593086k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市博多区堅粕3丁目2番108号（堅粕3丁目交差点）
40593087k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市博多区東比恵3丁目1番1号（東比恵交差点）
40593088k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市博多区上月隈945番（立花寺北交差点）
40593089k 福岡 一般国道（指定区間）3号 太宰府市高雄1丁目3692番1号（高雄交差点）
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40593090k 福岡 一般国道（指定区間）3号 福岡市博多区大井1丁目1番3号（大井1丁目交差点）
40593091k 福岡 一般国道（指定区間）10号 北九州市小倉北区高坊２丁目８番３８号
40593092k 福岡 一般国道（指定区間）10号 北九州市小倉南区湯川１丁目３番２４号（湯川交差点）
40593093k 福岡 一般国道（指定区間）10号 北九州市小倉南区湯川新町４丁目２３番
40593094k 福岡 一般国道（指定区間）10号 北九州市小倉南区田原３丁目１６番（畠山交差点）
40593095k 福岡 一般国道（指定区間）10号 北九州市小倉南区田原３丁目５番（田原交差点）
40593096k 福岡 一般国道（指定区間）10号 北九州市小倉南区東貫２丁目１８番（貫交差点）
40593097k 福岡 一般国道（指定区間）10号 京都郡苅田町大字二崎字五ノ坪（二崎交差点）
40593098k 福岡 一般国道（指定区間）10号 京都郡苅田町大字二崎字三ノ坪（二先山交差点）
40593099k 福岡 一般国道（指定区間）10号 行橋市大字今井（今井交差点）
40593100k 福岡 一般国道（指定区間）10号 京都郡豊津町大字徳永（徳永交差点）
40593101k 福岡 一般国道（指定区間）200号 北九州市八幡西区幸神３丁目９番４８号（幸神4丁目交差点）
40593102k 福岡 一般国道（指定区間）201号 福岡市東区多の津3丁目20番3号（多田羅交差点）
40593103k 福岡 一般国道（指定区間）201号 福岡市東区多の津1丁目19番1号（流通センター入口交差点）
40593104k 福岡 一般国道（指定区間）201号 糟屋郡粕屋町大字戸原793番3号（広田交差点）
40593105k 福岡 一般国道（指定区間）201号 飯塚市大字川津３５９番１号（川津交差点）
40593106k 福岡 一般国道（指定区間）201号 飯塚市片島２丁目１番８号（片島交差点）
40593107k 福岡 一般国道（指定区間）201号 田川市大字川宮４６４番１号（川宮歩道橋交差点）
40593108k 福岡 一般国道（指定区間）201号 田川市大字川宮１１８１番５号（川宮西大橋交差点）
40593109k 福岡 一般国道（指定区間）201号 田川市大字伊田４７４７番（長浦交差点）
40593110k 福岡 一般国道（指定区間）201号 京都郡勝山町松田新町２１９２番
40593111k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市中央区渡辺通4丁目10番10号（渡辺通4丁目交差点）
40593112k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市中央区今泉2丁目4番39号
40593113k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市中央区警固2丁目17番30号
40593114k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市中央区赤坂3丁目9番228号（赤坂3丁目交差点）
40593115k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市中央区六本松4丁目1番11号（六本松交差点）
40593116k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市城南区別府5丁目315番（中村大学前交差点）
40593117k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市城南区荒江1丁目20番25号
40593118k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区飯倉2丁目1番28号（原小学校東交差点）
40593119k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区原6丁目1番27号
40593120k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区原6丁目3番45号（原6丁目交差点）
40593121k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市早良区原5丁目1239番1号（原交差点）
40593122k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市西区福重1丁目795番1号（小田部大橋西交差点）
40593123k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市西区捨六町1丁目44番1号（青果市場入口交差点）
40593124k 福岡 一般国道（指定区間）202号 福岡市西区拾六町2丁目4番1号（拾六町交差点）
40593125k 福岡 一般国道（指定区間）202号 前原市大字神在1375番（赤坂交差点）
40593126k 福岡 一般国道（指定区間）202号 前原市大字加布里74番6号（加布里交差点）
40593127k 福岡 一般国道（指定区間）208号 大牟田市浄真町95番1号（浄真町交差点）
40593128k 福岡 一般国道（指定区間）208号 大牟田市不知火町1丁目9番（大牟田駅前交差点）
40593129k 福岡 一般国道（指定区間）208号 大牟田市築町3番7号（築町交差点）
40593130k 福岡 一般国道（指定区間）208号 大牟田市栄町1丁目2番1号（五月橋交差点）
40593131k 福岡 一般国道（指定区間）208号 三池郡高田町大字濃施369番（JR渡瀬駅前交差点）
40593132k 福岡 一般国道（指定区間）208号 三池郡高田町濃施8番1号（起路免喜交差点）
40593133k 福岡 一般国道（指定区間）208号 三池郡高田町渡里333番（徳島交差点）
40593134k 福岡 一般国道（指定区間）208号 山門郡大和町栄98番（大和中前交差点）
40593135k 福岡 一般国道（指定区間）208号 山門郡三橋町下百町172番8号（下百町交差点）
40593136k 福岡 一般国道（指定区間）208号 山門郡三橋町高畑15番1号（高畑交差点）
40593137k 福岡 一般国道（指定区間）208号 大川市榎津153番3号（榎津交差点）
40593138k 福岡 一般国道（指定区間）209号 山門郡瀬高町恵比須町1575番1号（恵比須町交差点）
40593139k 福岡 一般国道（指定区間）209号 筑後市尾島410番（船小屋交差点）
40593140k 福岡 一般国道（指定区間）209号 筑後市尾島642番（尾島中町交差点）
40593141k 福岡 一般国道（指定区間）209号 筑後市熊野1437番2号（上原々向山交差点）
40593142k 福岡 一般国道（指定区間）209号 久留米市六ツ門2番24号（六ツ門交差点）
40403143k 福岡 一般国道（指定区間外）200号 嘉穂郡桂川町大字瀬戸156-1（瀬戸交差点）
40403144k 福岡 一般国道（指定区間外）200号 筑紫野市大字山家3152（浦の下交差点）
40403145k 福岡 一般国道（指定区間外）200号 筑紫野市大字筑紫587-4（筑紫交差点）
40403146k 福岡 一般国道（指定区間外）211号 飯塚市大字鶴三緒1329（菰田小学校交差点）
40403147k 福岡 一般国道（指定区間外）322号 田川市大字伊田344-1（伊田大橋交差点）
40403148k 福岡 一般国道（指定区間外）322号 田川市中央町１番１号（市役所下交差点）
40403149k 福岡 一般国道（指定区間外）442号 筑後市長浜2349-3（筑後小学校入口交差点）
40403150k 福岡 一般国道（指定区間外）443号 山門郡三橋町大字白鳥466-2（御仁橋交差点）
40403151k 福岡 一般国道（指定区間外）495号 古賀市花見南２丁目（花見交差点）
40403152k 福岡 一般国道（指定区間外）495号 糟屋郡新宮町大字下府487
40403153k 福岡 一般国道（指定区間外）496号 京都郡豊津町大字豊津３０番地
40403154k 福岡 一般国道（指定区間外）500号 三井郡大刀洗町高樋（大刀洗町十文字交差点）
40403155k 福岡 一般国道（指定区間外）500号 小郡市小板井（西鉄踏切西交差点）
40404156k 福岡 主要地方道（県道） 前原富士線 前原市大字東（真方交差点）
40404157k 福岡 主要地方道（県道） 鳥栖朝倉線 三井郡大刀洗町大字春日664番地
40404158k 福岡 主要地方道（県道） 佐賀八女線 三潴郡三潴町大字玉光2385(玉満交差点）
40404159k 福岡 主要地方道（県道） 佐賀八女線 筑後市蔵数1022-1（蔵数交差点）
40404160k 福岡 主要地方道（県道） 福岡直方線 糟屋郡久山町大字久原（深井交差点）
40404161k 福岡 主要地方道（県道） 福岡直方線 糟屋郡久山町大字久原（久原交差点）
40404162k 福岡 主要地方道（県道） 久留米柳川線 柳川市大字金納25-1-2（金納交差点）
40404163k 福岡 主要地方道（県道） 福岡東環状線 糟屋郡粕屋町大字長者原（長者原交差点）
40404164k 福岡 主要地方道（県道） 大野城二丈線 春日市須玖５丁目（須玖交差点）
40404165k 福岡 主要地方道（県道） 筑紫野三輪線 筑紫野市桜台２丁目（桜台交差点）
40404166k 福岡 主要地方道（県道） 三潴上陽線 八女郡広川町広川1403-3（知徳交差点）
40404167k 福岡 主要地方道（県道） 三潴上陽線 八女郡広川町新代602-8（川瀬交差点）
40406168k 福岡 一般県道 飯塚山田線 嘉穂郡稲築町大字鴨生480-1
40406169k 福岡 一般県道 金田糸田田川線 田川市大字川宮1067-2（川宮橋交差点）
40406170k 福岡 一般県道 板付牛頚筑紫野線 太宰府市大佐野645-2（ひまわり台入口交差点）
40406171k 福岡 一般県道 板付牛頚筑紫野線 太宰府市大佐野字畑中157-4（大佐野南交差点）
40406172k 福岡 一般県道 瑞梅寺池田線 前原市大字井田（井田交差点）
40823173k 福岡 一般国道（指定区間外）3号 門司区大里東1丁目2番12号（大川橋交差点）
40823174k 福岡 一般国道（指定区間外）3号 小倉北区砂津1丁目12番1号（砂津交差点）
40823175k 福岡 一般国道（指定区間外）199号 戸畑区新池2丁目14番13号（新池2丁目交差点）
40823176k 福岡 一般国道（指定区間外）199号 八幡西区力丸町1番10号
40823177k 福岡 一般国道（指定区間外）211号 八幡西区小嶺1丁目7番7号（小嶺インター入口交差点）
40823178k 福岡 一般国道（指定区間外）211号 八幡西区千代1丁目1番10号（千代1丁目交差点）
40824179k 福岡 主要地方道（県道） 八幡戸畑線 八幡東区西本町3丁目1番
40824180k 福岡 主要地方道（県道） 曽根鞘ケ谷線 八幡東区荒生田2丁目3番5号（七条橋交差点）
40824181k 福岡 主要地方道（県道） 北九州小竹線 八幡東区上本町1丁目1番1号（上本町交差点）
40824182k 福岡 主要地方道（県道） 北九州小竹線 八幡東区大蔵2丁目1番1号（大蔵公園前交差点）
40824183k 福岡 主要地方道（県道） 北九州小竹線 八幡東区大蔵2丁目2番11号（大蔵2丁目交差点）
40826184k 福岡 一般県道 竪町到津線 小倉北区金田1丁目５番（金田交差点）
40827185k 福岡 市道（政令市） 湯川飛行場線 小倉南区葛原5丁目6番28号
40833186k 福岡 一般国道（指定区間外）385号 福岡市南区老司１丁目１０番１４０－１１（老司四ツ角交差点）
40833187k 福岡 一般国道（指定区間外）385号 福岡市南区三宅２丁目７７３（三宅本町交差点）
40833188k 福岡 一般国道（指定区間外）385号 福岡市南区大橋４丁目５番６号
40833189k 福岡 一般国道（指定区間外）385号 福岡市博多区博多駅南３丁目１９番３号　（宮島交差点）
40833190k 福岡 一般国道（指定区間外）385号 福岡市博多区博多駅東２丁目５番２８号　（音羽交差点）
40833191k 福岡 一般国道（指定区間外）385号 福岡市博多区博多駅東１丁目１２番１号　（博多駅筑紫口交差点）
40833192k 福岡 一般国道（指定区間外）385号 福岡市博多区博多駅東１丁目９番１号　（博多駅東交差点）
40834193k 福岡 主要地方道（県道） 博多停車場線 福岡市博多区博多駅前２丁目１番１号　（博多駅交通センター前交差点）
40834194k 福岡 主要地方道（県道） 博多停車場線 福岡市博多区上呉服町１０番２号　（呉服町交差点）
40834195k 福岡 主要地方道（県道） 博多港線 福岡市博多区綱場町８番２７号　（蔵本交差点）
40834196k 福岡 主要地方道（県道） 大野城二丈線 福岡市南区桧原5丁目１０番３号
40836197k 福岡 一般県道 須崎天神線 福岡市中央区天神５丁目（市民会館前交差点）
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40836198k 福岡 一般県道 檜原比恵線 福岡市博多区博多駅東３丁目１１番２４号　（瑞穂交差点）
40836199k 福岡 一般県道 都地姪浜線 福岡市西区小戸３丁目（小戸西交差点）
40836200k 福岡 一般県道 後野福岡線 福岡市南区野間２丁目５番７８－２（野間２丁目交差点）
40837201k 福岡 市道（政令市） 御供所井尻3号線 福岡市博多区博多駅前４丁目４番１２号　（博多駅前４丁目交差点）
40837202k 福岡 市道（政令市） 博多駅草香江線 福岡市博多区博多駅前３丁目２番８号　（博多駅前３丁目交差点）
40837203k 福岡 市道（政令市） 博多駅草香江線 福岡市中央区清川１丁目（清川交差点）
40837204k 福岡 市道（政令市） 清水干隈線 福岡市南区長丘２丁目１番１－１０
40837205k 福岡 市道（政令市） 清水干隈線 福岡市南区長丘５丁目１５番１５－５
41593001t 佐賀 一般国道（指定区間）35号 武雄市武雄町大字武雄字下西山５９８０番地３～字上西山１３７番地２
41593002t 佐賀 一般国道（指定区間）35号 武雄市武雄町大字武雄字上西山１３７番地２～２０９９番地１
41593003t 佐賀 一般国道（指定区間）202号 伊万里市南波多町府招３６４１番地７～２０８４番地
41593004t 佐賀 一般国道（指定区間）202号 西松浦郡西有田町大木乙９１２番地～１３４０番地１１
41413005t 佐賀 一般国道（指定区間外）204号 唐津市佐志浜町4065番地24～4305番地1
41413006t 佐賀 一般国道（指定区間外）204号 唐津市唐房六丁目4913番45号～浦7212番地9
41413007t 佐賀 一般国道（指定区間外）204号 伊万里市山代町峰6506番地1～6639番地1
41413008t 佐賀 一般国道（指定区間外）444号 福富町福富3532番地3～下分1041番地
41414009t 佐賀 主要地方道（県道） 久留米基山筑紫野線 鳥栖市真木町1056番地1～1113番地5
41414010t 佐賀 主要地方道（県道） 久留米基山筑紫野線 鳥栖市真木町1419番地1～1798番地1
41414011t 佐賀 主要地方道（県道） 北茂安三田川線 北茂安町白壁683番地3～79番地1
41414012t 佐賀 主要地方道（県道） 唐津呼子線 唐津市浦5569番地2～6181番地3
41414013t 佐賀 主要地方道（県道） 佐賀川久保鳥栖線 佐賀市金立町金立1032番地4～久保泉町川久保2494番地
41414014t 佐賀 主要地方道（県道） 唐津肥前線 唐津市熊原町3125番地4～3096番地1
41416015t 佐賀 一般県道 大木有田線 有田町中の原1丁目3番3号～幸平2丁目1番5号
41416016t 佐賀 一般県道 加倉仮屋港線 玄海町諸浦343番地11～新田1620番地1
41416017t 佐賀 一般県道 武雄塩田線 武雄市武雄町大字富岡8467番地1～8254番地
41593018k 佐賀 一般国道（指定区間）34号 武雄市武雄町昭和１０１番地（天神崎交差点）
41593019k 佐賀 一般国道（指定区間）34号 藤津郡嬉野町下宿甲４１５８番地６（築城交差点）
41593020k 佐賀 一般国道（指定区間）34号 藤津郡嬉野町下宿乙２２０２番地（国立病院入口交差点）
41593021k 佐賀 一般国道（指定区間）35号 武雄市武雄町大字武雄字上西山３４８番地（下山入口交差点）
41593022k 佐賀 一般国道（指定区間）35号 西松浦郡有田町中部乙２２６８番地（桑古場交差点）
41593023k 佐賀 一般国道（指定区間）202号 伊万里市大坪町地北１６９５番地１（上伊万里交差点）
41593024k 佐賀 一般国道（指定区間）202号 伊万里市二里町大里乙９２番地１（二里大橋交差点）
41593025k 佐賀 一般国道（指定区間）208号 佐賀郡諸富町大字諸富津２４２番地１（諸富橋西交差点）
41593026k 佐賀 一般国道（指定区間）208号 佐賀市南佐賀１丁目１９番（南佐賀交差点）
41413027k 佐賀 一般国道（指定区間外）204号 伊万里市新天町643番地2（伊万里駅前交差点）
41413028k 佐賀 一般国道（指定区間外）385号 千代田町渡瀬古賀1170番地1（古賀橋交差点）
41413029k 佐賀 一般国道（指定区間外）385号 東脊振村三津755番地2（中副交差点）
41413030k 佐賀 一般国道（指定区間外）444号 川副町鹿江字四反田籠二角1005番地12（小々森入口交差点）
41413031k 佐賀 一般国道（指定区間外）444号 川副町犬井道226番地5（平田分交差点）
41414032k 佐賀 主要地方道（県道） 久留米基山筑紫野線 鳥栖市真木町1113番地5（真木町交差点）
41414033k 佐賀 主要地方道（県道） 久留米基山筑紫野線 鳥栖市宿町716番地1（平塚交差点）
41414034k 佐賀 主要地方道（県道） 佐賀大川線 佐賀市蓮池町蓮池350番地（加与丁大橋北交差点）
41414035k 佐賀 主要地方道（県道） 三瀬神埼線 神埼町的270番地（飯町交差点）
41414036k 佐賀 主要地方道（県道） 武雄多久線 武雄市武雄町大字昭和236番地（総合庁舎入口交差点）
41414037k 佐賀 主要地方道（県道） 武雄多久線 多久市北多久町小侍1205番地（あざみ原南交差点）
41414038k 佐賀 主要地方道（県道） 佐賀川副線 佐賀市水ケ江5丁目2番8号
41414039k 佐賀 主要地方道（県道） 佐賀川副線 川副町南里346番地（立土井橋交差点）
41414040k 佐賀 主要地方道（県道） 武雄福富線 白石町馬洗513番地2（白石町馬田交差点）
41414041k 佐賀 主要地方道（県道） 相知山内線 山内町三間坂甲12396番地（茅場踏切（Aｺｰﾌﾟ山内前））
41414042k 佐賀 主要地方道（県道） 佐賀外環状線 佐賀市久保泉町上和泉徳永2289番地（念仏橋東交差点）
41414043k 佐賀 主要地方道（県道） 佐賀空港線 川副町西古賀1158番地4（空港大橋南交差点）
41416044k 佐賀 一般県道 基山平等寺筑紫野線 基山町宮浦155番地（秋光交差点）
41416045k 佐賀 一般県道 唐津港線 唐津市海岸通7182番地114（海岸通交差点）
41416046k 佐賀 一般県道 鳥栖停車場線 鳥栖市本通町一丁目799番1号（本通町交差点）
41416047k 佐賀 一般県道 東与賀佐賀線 東与賀町下古賀1132番地（下古賀交差点）
41416048k 佐賀 一般県道 相知唐津浜玉線 相知町中山字大谷3750番地1（浜白橋北交差点）
41416049k 佐賀 一般県道 武雄塩田線 武雄市武雄町大字富岡8899番地（小楠交差点）
41416050k 佐賀 一般県道 虹の松原線 唐津市東唐津四丁目36番1号（東唐津交差点）
42593001t 長崎 一般国道（指定区間）35号 佐世保市田浦町６８番地７～６８番地１
42593002t 長崎 一般国道（指定区間）35号 佐世保市田浦町６８番地１～大塔町６番地１
42593003t 長崎 一般国道（指定区間）35号 佐世保市大塔町１５番地５～６１６番地２１
42593004t 長崎 一般国道（指定区間）35号 佐世保市大塔町６１６番地２１～１６８０番地
42593005t 長崎 一般国道（指定区間）35号 佐世保市大塔町１６８０番地～１６７８番地１
42423006t 長崎 一般国道（指定区間外）202号 佐世保市針尾東町150-1～265-7
42423007t 長崎 一般国道（指定区間外）251号 南高来郡有明町大三東丙字野中25-1～字古城之元231-5
42593008k 長崎 一般国道（指定区間）34号 大村市原口町５８５番地 (原口町交差点)　
42593009k 長崎 一般国道（指定区間）34号 大村市西大村本町３３０番地４ (桜馬場交差点)　
42593010k 長崎 一般国道（指定区間）34号 長崎市中川１丁目８番６号 (蛍茶屋交差点)　
42593011k 長崎 一般国道（指定区間）34号 長崎市江戸町２番１３号 (県庁前交差点)　
42593012k 長崎 一般国道（指定区間）205号 佐世保市指方町５６２番地２ (江上交差点)　
42423013k 長崎 一般国道（指定区間外）202号 佐世保市指方町2227-5（指方交差点）
42423014k 長崎 一般国道（指定区間外）202号 長崎市尾上町2-2（旭大橋東詰交差点）
42423015k 長崎 一般国道（指定区間外）202号 長崎市大黒町13-18（旭大橋東詰2交差点）
42423016k 長崎 一般国道（指定区間外）202号 長崎市大黒町14-5（大黒町交差点）
42423017k 長崎 一般国道（指定区間外）206号 長崎市岩屋町20-23（岩屋口交差点）
42423018k 長崎 一般国道（指定区間外）206号 長崎市滑石１丁目12-2（横道交差点）
42423019k 長崎 一般国道（指定区間外）251号 北高来郡飯盛町佐田名863-1（小島団地入口交差点）
42424020k 長崎 主要地方道（県道） 佐世保嬉野線 東彼杵郡波佐見町宿郷509-1（宿郷交差点）
42426021k 長崎 一般県道 雲仙有家線 南高来郡有家町中須川字堤156-3（桜町交差点）
43593001t 熊本 一般国道（指定区間）3号 鹿本郡植木町大字豊田６２４番地４～１２３番地２
43593002t 熊本 一般国道（指定区間）3号 鹿本郡植木町大字植木１０９番地５～植木町大字舞尾５７１番地１
43593003t 熊本 一般国道（指定区間）3号 熊本市黒髪3丁目３番６０号～３番１０号
43593004t 熊本 一般国道（指定区間）3号 下益城郡小川町大字江頭９２番地１～１１５番地
43593005t 熊本 一般国道（指定区間）57号 宇土市赤瀬町３５３番地～７３５番地１
43593006t 熊本 一般国道（指定区間）57号 宇土郡三角町大字大田尾８７０番地１～６４番地１
43593007t 熊本 一般国道（指定区間）208号 荒尾市原万田８１０番地６～８４２番地
43433008t 熊本 一般国道（指定区間外）218号 下益城郡砥用町清水1161～下益城郡砥用町涌井1712
43433009t 熊本 一般国道（指定区間外）266号 天草郡大矢野町中2431～天草郡大矢野町中1158-7　
43433010t 熊本 一般国道（指定区間外）266号 天草郡大矢野町上2310～天草郡大矢野町上2370-1　
43433011t 熊本 一般国道（指定区間外）266号 宇土郡不知火町永尾723～宇土郡不知火町永尾310　
43433012t 熊本 一般国道（指定区間外）266号 下益城郡城南町下宮地502-5～下益城郡城南町隈庄804
43433013t 熊本 一般国道（指定区間外）325号 山鹿市鹿校通1丁目1-2-2～山鹿市鹿校通1丁目1-3-1　
43433014t 熊本 一般国道（指定区間外）325号 菊池郡大津町室1500-3～菊池郡大津町室1723-1　
43433015t 熊本 一般国道（指定区間外）387号 菊池郡西合志町御代志2665～菊池郡西合志町御代志1732　
43433016t 熊本 一般国道（指定区間外）387号 熊本市飛田3丁目5-20～熊本市飛田3丁目5-12
43433017t 熊本 一般国道（指定区間外）389号 荒尾市大島町3丁目430-1～荒尾市荒尾139-1　
43433018t 熊本 一般国道（指定区間外）445号 上益城郡御船町七滝～上益城郡御船町七滝645-1　
43434019t 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市田崎2丁目4-26～熊本市春日7-21-3　
43434020t 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市花畑町3-8～熊本市花畑町3-1　
43434021t 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市花畑町9-1～熊本市手取本町1-1　
43434022t 熊本 主要地方道（県道） 八代鏡線 八代市松江町～八代市松江町（南）　
43434023t 熊本 主要地方道（県道） 八代鏡線 八代市松江町～八代市松江町（北）　
43434024t 熊本 主要地方道（県道） 熊本嘉島線 熊本市川尻1丁目～熊本市川尻4丁目
43436025t 熊本 一般県道 熊本空港線 熊本市西原1丁目6-46～熊本市西原1丁目7-28　
43436026t 熊本 一般県道 大牟田荒尾線 荒尾市荒尾823-1～荒尾市荒尾723　
43436027t 熊本 一般県道 熊本菊陽線 熊本市西子飼町10-3～熊本市薬園町8-31
43436028t 熊本 一般県道 熊本菊陽線 熊本市黒髪2丁目～熊本市黒髪2丁目（西）
43436029t 熊本 一般県道 熊本菊陽線 熊本市黒髪2丁目～熊本市黒髪2丁目（東）
43436030t 熊本 一般県道 熊本菊陽線 熊本市龍田1丁目～熊本市龍田1丁目（南）
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43436031t 熊本 一般県道 熊本菊陽線 熊本市龍田1丁目～熊本市龍田1丁目（北）
43436032t 熊本 一般県道 北外輪山大津線 阿蘇郡阿蘇町車帰～阿蘇郡阿蘇町車帰
43593033k 熊本 一般国道（指定区間）3号 熊本市山室４丁目１番１号（山室交差点）
43593034k 熊本 一般国道（指定区間）3号 熊本市北千反畑町１番１号（藤崎宮前交差点）
43593035k 熊本 一般国道（指定区間）3号 下益城郡小川町大字河江９９８番地４（永堀交差点）
43433036k 熊本 一般国道（指定区間外）219号 球磨郡錦町西1551-1（新宮寺前交差点）
43433037k 熊本 一般国道（指定区間外）266号 本渡市志柿町6686（瀬戸大橋東側交差点）
43433038k 熊本 一般国道（指定区間外）325号 菊池郡七城町辺田370（辺田交差点）
43433039k 熊本 一般国道（指定区間外）325号 阿蘇郡高森町高森1969-1（高森町役場入口交差点）
43433040k 熊本 一般国道（指定区間外）389号 荒尾市四ツ山2丁目（四ツ山2丁目交差点）
43433041k 熊本 一般国道（指定区間外）443号 上益城郡益城町平田2240-1（黒石崎交差点）
43433042k 熊本 一般国道（指定区間外）443号 上益城郡御船町辺田見369-1（上益城消防署先交差点）
43433043k 熊本 一般国道（指定区間外）501号 玉名郡長洲町長洲2460-1（大明神交差点）
43433044k 熊本 一般国道（指定区間外）501号 玉名郡長洲町清源寺380（清源寺十字路交差点）
43434045k 熊本 主要地方道（県道） 八代鏡宇土線 八代市古閑上町4（大村橋郵便局前交差点）
43434046k 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市桜町1-3（熊本市民会館南東角交差点）
43434047k 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市花畑町10-25（熊本城電停交差点）
43434048k 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市花畑町3-1（熊本市役所花畑別館前交差点）
43434049k 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市花畑町9-1（市役所南西角交差点）
43434050k 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市手取本町1-1（熊本市役所前交差点）
43434051k 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市白山2丁目（白山交差点）
43434052k 熊本 主要地方道（県道） 熊本高森線 熊本市水前寺公園2-43（水前寺公園郵便局前交差点）
43434053k 熊本 主要地方道（県道） 八代鏡線 八代市北の丸町2-35（裁判所前交差点）
43434054k 熊本 主要地方道（県道） 八代鏡線 八代市松江町526-1（八高通り交差点）
43434055k 熊本 主要地方道（県道） 八代鏡線 八代市横手新町16（田中西町交差点）
43436056k 熊本 一般県道 熊本空港線 熊本市御領1丁目（八反田入口交差点）
43436057k 熊本 一般県道 熊本空港線 熊本市御領4丁目（託麻郵便局前交差点）
43436058k 熊本 一般県道 熊本空港線 熊本市長嶺東8丁目（託麻市民センター入口交差点）
43436059k 熊本 一般県道 熊本空港線 菊池郡菊陽町辛川607（一般県道辛川鹿本線との交差点）
43436060k 熊本 一般県道 瀬田熊本線 熊本市新屋敷2丁目（新屋敷2丁目川鶴交差点）
43436061k 熊本 一般県道 戸島熊本線 熊本市尾ノ上4丁目（健軍橋際交差点）
43436062k 熊本 一般県道 小池竜田線 熊本市龍田1丁目（龍田町上立田交差点）
43436063k 熊本 一般県道 画図秋津線 上益城郡嘉島町下六嘉1346（三郎無田交差点）
43436064k 熊本 一般県道 新山原水線 菊池郡菊陽町津久礼3203-2（新山交差点）
43436065k 熊本 一般県道 大牟田大鞘八代港線 八代市郡築2番町（郡築2番町交差点）
43436066k 熊本 一般県道 熊本菊陽線 熊本市東子飼町8-48（子飼交差点）
44593001t 大分 一般国道（指定区間）10号 宇佐市大字法鏡寺８５番２号～９５番１号
44593002t 大分 一般国道（指定区間）10号 日出町大字藤原６２５７番１号～４９３６番４５号
44443003t 大分 一般国道（指定区間外）197号 大分市大字角子原530－5～大分市大字角子原556－3
44443004t 大分 一般国道（指定区間外）197号 大分市大字角子原556－1～大分市大字角子原601－1
44443005t 大分 一般国道（指定区間外）212号 天瀬町大字出口～大山町大字西大山
44443006t 大分 一般国道（指定区間外）217号 佐伯市大字西谷町2941－1～佐伯市鶴岡町1丁目1969
44443007t 大分 一般国道（指定区間外）388号 佐伯市大字池田字中開～佐伯市大字長谷字エビセキ
44444008t 大分 主要地方道（県道） 別府一の宮線 別府市大字南立石字新三～別府市大字南立石字鬼ヶ嶽
44444009t 大分 主要地方道（県道） 別府一の宮線 別府市大字南立石字鬼ヶ嶽～別府市大字南立石字寒原
44444010t 大分 主要地方道（県道） 佐伯津久見線 南海部郡弥生町大字床木字下ノ平～南海部郡弥生町大字床木字柿ノ下
44444011t 大分 主要地方道（県道） 大田杵築線 杵築市大字杵築字清水～杵築市大字杵築字北浜
44446012t 大分 一般県道 別府湯布院線 湯布院町大字川北字権現ノ下～湯布院町大字川北字大将軍
44593013k 大分 一般国道（指定区間）10号 中津市大字野依(野依交差点)
44593014k 大分 一般国道（指定区間）10号 日出町大字日出１６７２番１号(堀交差点)
44593015k 大分 一般国道（指定区間）10号 大分市金池町三丁目２７５０番１号(顕徳1丁目交差点)
44593016k 大分 一般国道（指定区間）210号 日田市大字石井６０１番１号(石井2丁目交差点)
44593017k 大分 一般国道（指定区間）210号 日田市大字上野４１３番１号(鏡坂交差点)
44593018k 大分 一般国道（指定区間）210号 日田市本町(元町交差点)
44593019k 大分 一般国道（指定区間）210号 湯布院町大字川西(川西交差点)
44593020k 大分 一般国道（指定区間）210号 大分市大字田尻１４５番５号(下田尻交差点)
44443021k 大分 一般国道（指定区間外）197号 大分市東鶴崎二丁目１番（中鶴崎二丁目交差点）
44443022k 大分 一般国道（指定区間外）210号 大分郡庄内町大字大竜字塚ノ原（大龍交差点）
44443023k 大分 一般国道（指定区間外）210号 大分市羽屋新町216-1（羽屋交差点）
44443024k 大分 一般国道（指定区間外）210号 大分市大字永興117-1（大道トンネル南交差点）
44443025k 大分 一般国道（指定区間外）212号 日田市本庄町7-5（本庄町交差点）
44443026k 大分 一般国道（指定区間外）213号 豊後高田市新地２区（新地交差点）
44444027k 大分 主要地方道（県道） 別府一の宮線 別府市小倉４組３（小倉入口交差点）
44446028k 大分 一般県道 大分挾間線 大分市賀来３４２番地（賀来神社先交差点）
44446029k 大分 一般県道 小挾間大分線 大分市大字永興3-2（交差点）
45593001t 宮崎 一般国道（指定区間）10号 日向市大字財光寺字長江２７０番７号～２３８番１号
45453002t 宮崎 一般国道（指定区間外）269号 都城市栄町４６７２番地４～都城市栄町１３号７番地
45454003t 宮崎 主要地方道（県道） 宮崎島之内線 宮崎市吉村町４番地２号～宮崎市吉村町１３番地
45454004t 宮崎 主要地方道（県道） 稲葉崎平原線 延岡市構口町２丁目８０５－２～延岡市構口町１丁目６０２３－６
45456005t 宮崎 一般県道 中村木崎線 宮崎市大字恒久９９１番地１号～宮崎市大字田吉２２０番地１号
45593006k 宮崎 一般国道（指定区間）10号 日向市大字財光寺字長江４２１番４号（長江交差点）
45593007k 宮崎 一般国道（指定区間）10号 日向市大字平岩字内見鳥
45593008k 宮崎 一般国道（指定区間）220号 宮崎市橘通東２丁目５番６号
45453009k 宮崎 一般国道（指定区間外）219号 西都市御舟町２丁目１０００番地（御舟交差点）
45456010k 宮崎 一般県道 札の元佐土原線 西都市大字鹿野田字五節句１５２番ロ号（交差点名無し）
46593001t 鹿児島 一般国道（指定区間）3号 鹿児島市小山田町塚田５６番３号～７５番２号
46593002t 鹿児島 一般国道（指定区間）3号 鹿児島市伊敷町字野稲ヶ原３７１４番～字瀬ノ口３６５９番
46593003t 鹿児島 一般国道（指定区間）3号 鹿児島市伊敷町字山下３２８０番～字尾崎田３２１８番
46593004t 鹿児島 一般国道（指定区間）10号 姶良郡福山町大字福山字山田屋敷４６３４番～字田方
46593005t 鹿児島 一般国道（指定区間）10号 国分市上之段３６４番～２５６７番
46593006t 鹿児島 一般国道（指定区間）10号 国分市大字川内１５９９番～１９８８番
46593007t 鹿児島 一般国道（指定区間）10号 鹿児島市吉野町字物言谷１６０７０番１号～字山吹ヶ谷
46593008t 鹿児島 一般国道（指定区間）10号 鹿児島市吉野町字山吹ヶ谷～字ノコ
46593009t 鹿児島 一般国道（指定区間）10号 鹿児島市吉野町字花倉～仙厳園前
46593010t 鹿児島 一般国道（指定区間）225号 川辺郡川辺町清水５５８０番～７３４４番１号
46593011t 鹿児島 一般国道（指定区間）225号 鹿児島市平川町５５４９番９号～５５６４番－ロ
46593012t 鹿児島 一般国道（指定区間）226号 指宿市小牧９７番～喜入町大字生見２８８４番
46463013t 鹿児島 一般国道（指定区間外）226号 枕崎市岩戸10388番地～枕崎市岩戸10445番地3号
46463014t 鹿児島 一般国道（指定区間外）328号 郡山町柿木平385番地1号～郡山町柿木平718番地
46463015t 鹿児島 一般国道（指定区間外）504号 隼人町大字西光寺字涼田1177番地1号～隼人町大字西光寺字前原2788番地2号
46464016t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿児島蒲生線 鹿児島市下田町1792番地～鹿児島市川上町3455番地１号
46464017t 鹿児島 主要地方道（県道） 川内加治木線 蒲生町大字西浦字上宮田731番地1号～蒲生町大字北字木場田931番地2号
46464018t 鹿児島 主要地方道（県道） 京泊大小路線 川内市五代町1857番地～川内市五代町3999番地2号
46464019t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿三丁目11番2号～鹿屋市寿三丁目11番27号
46464020t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目1番～鹿屋市寿四丁目1番51号
46464021t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目6番60号～鹿屋市寿四丁目6番55号
46464022t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目10番36号～鹿屋市寿四丁目10番36号
46464023t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目10番36号～鹿屋市寿四丁目11番40号
46464024t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目14番14号～鹿屋市寿四丁目14番31号
46464025t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目15番20号～鹿屋市笠之原町760番地1号
46464026t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市笠之原町824番地～鹿屋市笠之原町2654番地
46464027t 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市笠之原町2389番地8号～鹿屋市笠之原町1331番地2号
46466028t 鹿児島 一般県道 市比野東郷線 樋脇町市比野2166番地～樋脇町市比野2510番地
46466029t 鹿児島 一般県道 吉川川内線 川内市高城町1424番地～川内市高城町1634番地1号
46593030k 鹿児島 一般国道（指定区間）3号 鹿児島市平之町７番１号(平田橋交差点)
46593031k 鹿児島 一般国道（指定区間）3号 鹿児島市照国町１７番９号(照国神社前交差点)
46593032k 鹿児島 一般国道（指定区間）3号 鹿児島市下伊敷町７番１４号(建部神社前交差点)
46593033k 鹿児島 一般国道（指定区間）10号 姶良郡福山町大字福山４４７３番
46593034k 鹿児島 一般国道（指定区間）10号 鹿児島市上本町３番１０号(上本町交差点)
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46593035k 鹿児島 一般国道（指定区間）220号 曽於郡志布志町大字帖字向川原６６６番１（天神交差点）
46593036k 鹿児島 一般国道（指定区間）225号 鹿児島市中町１番７号(三越前交差点)
46593037k 鹿児島 一般国道（指定区間）225号 鹿児島市東千石町１６番８号(御着屋交差点)
46593038k 鹿児島 一般国道（指定区間）225号 鹿児島市東千石町１８番１２号(照国町交差点)
46463039k 鹿児島 一般国道（指定区間外）226号 加世田市本町一区2番（市役所前交差点）
46463040k 鹿児島 一般国道（指定区間外）269号 鹿屋市寿二丁目3番22号（寿二丁目交差点）
46463041k 鹿児島 一般国道（指定区間外）269号 鹿屋市野里町3271番地（高須バイパス北口交差点）
46463042k 鹿児島 一般国道（指定区間外）270号 加世田市本町四区6番（本町交差点）
46463043k 鹿児島 一般国道（指定区間外）328号 宮之城町山崎1107番地3号
46464044k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿児島加世田線 鹿児島市山之口町一丁目1番（高見馬場交差点）
46464045k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿児島加世田線 鹿児島市東谷山二丁目51番3号（希望ヶ丘団地入口交差点）
46464046k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿児島東市来線 伊集院町下谷口1822番地
46464047k 鹿児島 主要地方道（県道） 永吉入佐鹿児島線 鹿児島市田上三丁目16番13号
46464048k 鹿児島 主要地方道（県道） 川内加治木線 川内市平佐町1688番地
46464049k 鹿児島 主要地方道（県道） 川内加治木線 川内市永利町2611番地1号（永利交差点）
46464050k 鹿児島 主要地方道（県道） 麓重富停車場線 姶良町大字平松字永迫1310番地4号
46464051k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿三丁目8番30号（鹿屋警察署前交差点）
46464052k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿三丁目12番22号（寿一里山交差点）
46464053k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目6番55号
46464054k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目10番32号
46464055k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市寿四丁目14番31号
46464056k 鹿児島 主要地方道（県道） 鹿屋高山串良線 高山町後田2369番地1号
46466057k 鹿児島 一般県道 鹿児島停車場線 鹿児島市名山町11番8号
46466058k 鹿児島 一般県道 郡元鹿児島港線 鹿児島市南栄五丁目10番（交通安全教育センター前交差点）
47603001t 沖縄 一般国道（指定区間）58号 読谷村字親志親志原１５２－１～読谷村字喜名外部原１８０１－１
47603002t 沖縄 一般国道（指定区間）58号 読谷村字喜名前原５５５～読谷村字伊良皆伊良皆原３３－１
47603003t 沖縄 一般国道（指定区間）58号 読谷村字伊良皆前原１７７９－１～読谷村字大湾東原５５－１
47603004t 沖縄 一般国道（指定区間）58号 宜野湾市字地泊５５８－９～浦添市牧港５丁目９４１－２１
47474005t 沖縄 主要地方道（県道） 那覇北中城線 那覇市首里石嶺町２丁目２６５番１号～那覇市首里石嶺町２丁目１９３番２２号
47474006t 沖縄 主要地方道（県道） 那覇北中城線 那覇市首里石嶺町２丁目１９３番２２号～那覇市首里石嶺町２丁目１４８番１号
47476007t 沖縄 一般県道 32号線 宜野湾市長田１丁目～中城村南上原
47603008k 沖縄 一般国道（指定区間）58号 北谷町字浜川４６番地（国体道路入口交差点）
47603009k 沖縄 一般国道（指定区間）58号 那覇市前島２丁目２０番（泊港務所交差点）
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