
■スマートインターチェンジ事業中箇所
No 道路名 県名 スマートIC名称

※1 よみがな 形式 事業者

1 道東自動車道 北海道 長流枝スマートＩＣ おさるし 本線直結型 音更町、東日本高速

2 道東自動車道 北海道 新得スマートIC しんとく SA・PA接続型 新得町、東日本高速

3 東北自動車道 岩手 八幡平スマートIC はちまんたい 本線直結 八幡平市、東日本高速

4 東北自動車道 岩手 花巻ＰＡスマートＩＣ はなまき ＳＡ・ＰＡ接続型 花巻市、岩手県、東日本高速

5 東北自動車道 宮城 白石中央スマートＩＣ しろいしちゅうおう 本線直結型 白石市、東日本高速

6 東北中央自動車道 山形 山形ＰＡスマートＩＣ やまがた ＳＡ・ＰＡ接続型 山形市、東日本高速

7 東北中央自動車道 山形 天童南スマートＩＣ てんどうみなみ 本線直結型 天童市、東日本高速

8 東北中央自動車道 山形 高畠スマートＩＣ たかはた 本線直結型 高畠町、東日本高速

9 常磐自動車道 福島 小高スマートＩＣ おだか 本線直結型 南相馬市、東日本高速

10 北関東自動車道 茨城 笠間ＰＡスマートＩＣ かさま ＳＡ・ＰＡ接続型 笠間市、東日本高速

11 首都圏中央連絡自動車道 茨城 つくばスマートＩＣ つくば 本線直結型 つくば市、東日本高速

12 常磐自動車道 茨城 千代田ＰＡスマートIC ちよだ SA・PA接続型 かすみがうら市、東日本高速

13 常磐自動車道 茨城 つくばみらいスマートＩＣ つくばみらい 本線直結型 つくばみらい市、東日本高速

14 東北自動車道 栃木 大谷スマートＩＣ おおや 本線直結型 宇都宮市、東日本高速

15 北関東自動車道 栃木 足利スマートIC あしかが 本線直結型 足利市、東日本高速

16 東北自動車道 栃木 都賀西方スマートＩＣ つがにしかた ＳＡ・ＰＡ接続型 栃木市、東日本高速

17 北関東自動車道 栃木 下野スマートＩＣ しもつけ 本線直結型 下野市、東日本高速

18 関越自動車道 埼玉 三芳スマートＩＣ
※2 みよし ＳＡ・ＰＡ接続型 三芳町、東日本高速

19 常磐自動車道 埼玉 外環八潮スマートIC がいかんやしお SA・PA接続型 八潮市、東日本高速

20 常磐自動車道 埼玉 三郷料金所スマートＩＣ
※2 みさとりょうきんじょ 本線直結型 三郷市、東日本高速

21 東北自動車道 埼玉 蓮田スマートＩＣ
※2 はすだ ＳＡ・ＰＡ接続型 蓮田市、埼玉県、東日本高速

22 東関東自動車道 千葉 検見川・真砂スマートIC けみがわ・まさご 本線直結型 千葉市、東日本高速

23 横浜横須賀道路 神奈川 横須賀ＰＡスマートＩＣ よこすか
ＳＡ・ＰＡ接続型（横浜方面）
本線直結型（横須賀方面）

横須賀市、東日本高速

24 新東名高速道路 神奈川 山北スマートＩＣ やまきた 本線直結型 山北町、中日本高速

25 北陸自動車道 新潟 大積スマートＩＣ おおづみ ＳＡ・ＰＡ接続型 長岡市、東日本高速

26 東海北陸自動車道 富山 城端ＳＡスマートＩＣ じょうはな ＳＡ・ＰＡ接続型 南砺市、中日本高速

27 中央自動車道 山梨 甲府中央スマートＩＣ こうふちゅうおう 本線直結型 山梨県、中日本高速

28 上信越自動車道 長野 若穂スマートＩＣ わかほ 本線直結型 長野市、東日本高速

29 長野自動車道 長野 筑北スマートＩＣ ちくほく 本線直結型 筑北村、東日本高速

30 中央自動車道 長野 諏訪湖スマートＩＣ すわこ ＳＡ・ＰＡ接続型 諏訪市、岡谷市、中日本高速

31 東海環状自動車道 岐阜 海津スマートＩＣ かいづ ＳＡ・ＰＡ接続型 海津市、中日本高速

32 中央自動車道 岐阜 神坂スマートＩＣ みさか ＳＡ・ＰＡ接続型 中津川市、中日本高速

33 中部横断自動車道 静岡 両河内スマートＩＣ りょうごうち 本線直結型 静岡市、中日本高速

34 新東名高速道路 静岡 小山スマートＩＣ おやま ＳＡ・ＰＡ接続型 小山町、中日本高速

35 東名高速道路 愛知 豊橋新城スマートＩＣ とよはししんしろ 本線直結型 豊橋市、新城市、中日本高速

36 東名高速道路 愛知 岡崎阿知和スマートＩＣ おかざきあちわ 本線直結型 岡崎市、中日本高速

37 東名高速道路 愛知 東郷スマートＩＣ とうごう ＳＡ・ＰＡ接続型 日進市、中日本高速

38 新名神高速道路 滋賀 新名神大津スマートＩＣ しんめいしんおおつ ＳＡ・ＰＡ接続型 滋賀県、西日本高速

39 北陸自動車道 滋賀 神田スマートIC かんだ SA・PA接続型 長浜市、中日本高速

40 名神高速道路 滋賀 黒丸スマートＩＣ くろまる 本線直結型 東近江市、西日本高速

41 名神高速道路 滋賀 多賀スマートＩＣ たが
本線直結型（名古屋方面）
ＳＡ・ＰＡ接続型（大阪方面）

多賀町、中日本高速

42 新名神高速道路 京都 城陽スマートＩＣ じょうよう 本線直結型 城陽市、西日本高速

43 山陽自動車道 兵庫 三木スマートＩＣ みき ＳＡ・ＰＡ接続型 三木市、西日本高速

44 山陽自動車道 岡山 篠坂ＰＡスマートＩＣ しのさか ＳＡ・ＰＡ接続型 笠岡市、西日本高速

45 山陽自動車道 広島 八本松スマートＩＣ はちほんまつ 本線直結型 東広島市、西日本高速

46 徳島自動車道 徳島 阿波スマートＩＣ あわ 本線直結型 阿波市、西日本高速

47 瀬戸中央自動車道 香川 坂出北ＩＣ さかいできた 本線直結型 坂出市、本四高速

48 高松自動車道 香川 観音寺スマートＩＣ かんおんじ 本線直結型 観音寺市、西日本高速

49 松山自動車道 愛媛 東温スマートＩＣ とうおん 本線直結型 東温市、西日本高速

50 九州自動車道
福岡
佐賀

小郡鳥栖南スマートＩＣ おごおりとすみなみ 本線直結型 福岡県、西日本高速

51 東九州自動車道 宮崎 新富スマートＩＣ しんとみ 本線直結型 新富町、宮崎県、西日本高速

Ｒ５．３．３１時点

※1 インター名称は仮称であり、正式な名称は、地元や利用者のご意見等を踏まえて決定されます。

※2 フル化事業中


