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0. はじめに 

 この文書は、橋梁の情報と資料とをデータベース化して整理するとき、「橋が渡す通路」が道路である場合、

逆に、「橋が道路を跨ぐ」場合、その道路の路線番号と路線名との対応を参照することを目的にした索引です。

見出し（entry）は、例えば、「国道２４６号」「愛知県道６号」のように番号順で整理してあり、短い説明項目を並

べ、一覧の形にまとめました。国道の路線数は全国で約５００、都道府県道単位の路線数は全国で約１５０００

あります。市道など、やや狭い地域の路線は載せてありません。個別の路線の、やや詳しい情報と資料を調べ

たいときは、インターネットでの検索サービスが便利になりました。この文書も、フリー百科事典「ウィキペディア

（Wikipedia）」の資料を再編集したものです。 
 

 道路の管理者側では個別の路線別でデータを整理する必要があります。しかし、一般の利用者側では道路

が網の目のように繋がっている幾何構造の方の情報が役にたちますので、全国の路線番号を一冊の索引にま

とめました。インターネットでの一過性の閲覧もできますが、できれば、ＰＤＦ版をユーザ側でダウンロードして印

刷、製本して利用することを薦めます。市販の道路地図は、関東・中部・関西など、複数の府県の集合単位で

編集されています。主要な国道と県道などが色違いの線で描かれ、その路線番号が目立つように記号で書き

込まれています。その番号でこの路線番号索引を引くよう使うことができます。 

 

 

１. 道路路線参照項目の目次 
 

参照項目 ページ 参照項目 ページ 参照項目 ページ 

一般国道一覧 3 R14: 神奈川県道一覧 53 R31: 鳥取県道一覧 100 

高速道路名の略称 7 R15: 新潟県道一覧 54 R32: 島根県道一覧 102 

高速道路一覧 8 R16: 富山県道一覧 59 R33: 岡山県道一覧 104 

一般有料道路一覧 10 R17: 石川県道一覧 61 R34: 広島県道一覧 107 

R01: 北海道道一覧 15 R18: 福井県道一覧 63 R35: 山口県道一覧 110 

R02: 青森県道一覧 23 R19: 山梨県道一覧 65 R36: 徳島県道一覧 112 

R03: 岩手県道一覧 25 R20: 長野県道一覧 67 R37: 香川県道一覧 114 

R04: 宮城県道一覧 27 R21: 岐阜県道一覧 71 R38: 愛媛県道一覧 116 

R05: 秋田県道一覧 29 R22: 静岡県道一覧 74 R39: 高知県道一覧 118 

R06: 山形県道一覧 32 R23: 愛知県道一覧 77 R40: 福岡県道一覧 120 

R07: 福島県道一覧 34 R24: 三重県道一覧 81 R41: 佐賀県道一覧 124 

R08: 茨城県道一覧 37 R25: 滋賀県道一覧 84 R42: 長崎県道一覧 126 

R09: 栃木県道一覧 39 R26: 京都府道一覧 87 R43: 熊本県道一覧 128 

R10: 群馬県道一覧 42 R27: 大阪府道一覧 90 R44: 大分県道一覧 130 

R11: 埼玉県道一覧 44 R28: 兵庫県道一覧 92 R45: 宮崎県道一覧 132 

R12: 千葉県道一覧 47 R29: 奈良県道一覧 96 R46: 鹿児島県道一覧 134 

R13: 東京都道一覧 50 R30: 和歌山県道一覧 98 R47: 沖縄県道一覧 137 
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2. 解説 
2.1 道路整備の経緯 
 日本の敗戦後(1945)、10年間の混乱期を経て、1955からの 1973年までの約 17年間は、高度経済成長時代

と言われています。自動車交通の発展時代でもあって、それまでの国道や都道府県道の改良や新設が相次い

だ時代でもありました。大型トラックによる物資輸送も増えたことで、公共道路は自動車が通行できる通路の意

義で管理されるようになりました。しかし、従来の二車線の道路幅 5.5m（約３間）では、急な曲がり角などもあっ

て、慢性的に渋滞が起こるようになりました。神風トラックも横行し、歩行者が交通事故に巻き込まれる危険な

通路が社会的な問題になりました。この対応は、道路幅を最低限で片側２車線に拡幅することと、歩道を分離

することです。しかし、改良の余裕が無い狭い幅の道路（通称で言う旧道）では、別にバイパス道路（新道）を新

設することが行われました。こちらは自動車専用道路の性格を持つことが多く、有料道路として建設されること

が相次ぎました。この考え方の延長が、名神高速道路の開通(1963)に始まる高速自動車国道の建設であって、

高速自動車通行時代の幕開けでした。全国的に道路網を整備することに合わせるように、1972 年頃から、都

道府県道（以降県道で引用します）の路線番号も、変更・新設・廃止などが必要になりました。もともと、道路や

橋は、社会生活を下支えする公共的な設備ですので、伝統的に「土木構造物」と呼ばれています。近年になっ

て、英語の infrastructure に当てて「社会基盤」「インフラ」の用語が使われるようになりました。道路に路線番

号を付ける規則は、明治維新以降に決められたものです。路線番号は、国や県が道路を管理するために必要

になったのですが、それまでは、例えば、東海道・中仙道・青梅街道・頼朝道・何々通り、などと呼ばれていまし

た。現代でも、新設路線には、庶民に分かり易い別称の方が親しまれています。古くから呼ばれている道路名

は、路線番号との対応、例えば「東海道＝国道１号」「青梅街道＝東京都道５号」などのデータも必要ですが、

この文書では省きました。これは、地域ごとの歴史とも関連しますので、人文地理学的な立場からの研究資料

として別に編集することにします。 

 

2.2 路線番号の付け替え規則 
 県単位の地域内で、当初付けられていた管理目的の路線番号は、かなり恣意的に決められていて、単純に

第１号から順に番号を振る固定番号制を採っていました。そのため、２県に跨る道路は、県境を挟んで別の路

線番号に決められていることもありました。この混乱を解消するため、1972年（昭和47年）以降、県道は主要地

方道と一般県道とを区別するように番号の再編が提案されました。主要地方道は、原則として第１号から順に、

県内完結の路線は、第１０１号から順に割り当てる方式です。２県に跨る県道は、主要地方道として両県で同

番号になるような調整も行われました。そうすると、旧路線番号の変更、それによる旧番号を欠番にする、など

が必要になりました。県道が国道と、同番号になることもあります。とりわけ、この二つの路線が近接していると

混乱しますので、県道側の番号を欠番にすることもしています。一方、自転車専用道路の要望もあって、４０１

番、５０１番など、キリの良い番号から割り当てる、などの対応が見られます。港湾・空港・鉄道駅などへの連絡

道路は、県道の新設、主要地方道は国道への昇格などの調整もあります。一方、旧道のバイパスとして建設さ

れた新道の方を正規の路線番号の道路に繰り込んで、旧道部分を一般県道に降格することも見られます。し

たがって、旧道は継接ぎだらけになっていることがあり、部分的に消滅した例が多くあります。欧米に学んだ都

市計画は、かなり多くの旧道を消滅させたことを理解しておく必要があります。 

 

2.3 目録編集作業のあらまし 
 道路や橋梁の資料を検索する手段として、インターネットの利用が便利になりました。しかし、狭いモニター画

面での一過性の閲覧（ソフトコピー）は、言わば、「葦の髄から天井覗く」観察ですので、用紙に印刷した多種類

の資料（ハードコピー）を手元に残す必要があります。星の観測も同じような面がありますので、或る範囲の全

体が分かる星座を参考にします。道路と橋梁について言えば、個別に詳しいデータの他に、全体の路線が見

渡せる全国を網羅する索引と路線地図が必要です。この文書は、その索引部分を編集したものです。参照資

料はウィキペディアの資料を使いました。目録の文書化はＭＳ－ＷＯＲＤでまとめ、ＰＤＦ版にしてＷＥＢで公開

するようにしました。編集作業は、なるべくページ数を抑えるように、ポイント数の小さいプロポーショナルフォン

トを使って字詰めを図り、二段組などを応用して余白を少なくしました。目録の内容が多いので、校正が完全で

はないことをご理解頂きたく思います。したがって、著作権は主張しないことにしました。ユーザ側の利用では、

ＰＤＦ版をダウンロードして印刷することができます。また、ＰＤＦ版はテキスト形式のファイルに変換できますの

で、必要な箇所を抜き出して別ファイルに編集することができます。 
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一般国道一覧 
 

 

 

 

国道路線番号   起点     終点 

――――――――――――――――――― 
国道 1号 東京都中央区  大阪府大阪市北区 

国道 2号 大阪府大阪市北区 福岡県北九州市 

国道 3号 福岡県北九州市門司区 鹿児島県鹿児島市 

国道 4号 東京都中央区  青森県青森市 

国道 5号 北海道函館市  北海道札幌市 

国道 6号 東京都中央区  宮城県仙台市宮城野区 

国道 7号 新潟県新潟市中央区 青森県青森市 

国道 8号 新潟県新潟市中央区 京都府京都市下京区 

国道 9号 京都府京都市下京区 山口県下関市 

国道 10号 福岡県北九州市門司区 鹿児島県鹿児島市 

国道 11号 徳島県徳島市  愛媛県松山市 

国道 12号 北海道札幌市区  北海道旭川市 

国道 13号 福島県福島市  秋田県秋田市 

国道 14号 東京都中央区  千葉県千葉市中央区 

国道 15号 東京都中央区  神奈川県横浜市神奈川区 

国道 16号 神奈川県横浜市西区 神奈川県横浜市西区 

国道 17号 東京都中央区  新潟県新潟市中央区 

国道 18号 群馬県高崎市  新潟県上越市 

国道 19号 愛知県名古屋市熱田区 長野県長野市 

国道 20号 東京都中央区  長野県塩尻市 

国道 21号 岐阜県瑞浪市  滋賀県米原市 

国道 22号 愛知県名古屋市熱田区 岐阜県岐阜市 

国道 23号 愛知県豊橋市  三重県伊勢市 

国道 24号 京都府京都市下京区 和歌山県和歌山市 

国道 25号 三重県四日市市 大阪府大阪市北区 

国道 26号 大阪府大阪市北区 和歌山県和歌山市 

国道 27号 福井県敦賀市  京都府船井郡京丹波町 

国道 28号 兵庫県神戸市中央区 徳島県徳島市 

国道 29号 兵庫県姫路市  鳥取県鳥取市 

国道 30号 岡山県岡山市北区 香川県高松市 

国道 31号 広島県安芸郡安芸郡海田町 広島県呉市 

国道 32号 香川県高松市  高知県高知市 

国道 33号 高知県高知市  愛媛県松山市 

国道 34号 佐賀県鳥栖市  長崎県長崎市 

国道 35号 佐賀県武雄市  長崎県佐世保市 

国道 36号 北海道札幌市札幌市中央区 北海道室蘭市 

国道 37号 北海道山越郡山越郡長万部町 北海道室蘭市 

国道 38号 北海道滝川市  北海道釧路市 

国道 39号 北海道旭川市  北海道網走市 

国道 40号 北海道旭川市  北海道稚内市 

国道 41号 愛知県名古屋市東区 富山県富山市 

国道 42号 静岡県浜松市西区 和歌山県和歌山市 

国道 43号 大阪府大阪市西成区 兵庫県神戸市灘区 

国道 44号 北海道釧路市  北海道根室市 

国道 45号 宮城県仙台市青葉区 青森県青森市 

国道 46号 岩手県盛岡市  秋田県秋田市 

国道 47号 宮城県仙台市宮城野区 山形県酒田市 

国道 48号 宮城県仙台市青葉区 山形県山形市 

国道 49号 福島県いわき市  新潟市中央区 

国道 50号 群馬県前橋市  茨城県水戸市 

国道 51号 千葉県千葉市中央区 茨城県水戸市 

国道 52号 静岡県静岡市清水区 山梨県甲府市 

国道 53号 岡山県岡山市北区 鳥取県鳥取市 

国道 54号 広島県広島市中区  島根県松江市 

国道 55号 徳島県徳島市  高知県高知市 

国道 56号 高知県高知市  愛媛県松山市 

国道 57号 大分県大分市  長崎県長崎市 

国道 58号 鹿児島県鹿児島市 沖縄県那覇市 

国道 101号 青森県青森市  秋田県秋田市 

国道 102号 青森県弘前市  青森県十和田市 

国道 103号 青森県青森市  秋田県大館市 

国道 104号 青森県八戸市  秋田県大館市 

国道 105号 秋田県由利本荘市 秋田県北秋田市 

国道 106号 岩手県宮古市  岩手県盛岡市 

国道 107号 岩手県大船渡市  秋田県由利本荘市 

国道 108号 宮城県石巻市  秋田県由利本荘市 

国道 112号 山形県山形市  山形県酒田市 

国道 113号 新潟県新潟市  福島県相馬市 

国道 114号 福島県福島市  双葉郡浪江町 

国道 115号 福島県相馬市  耶麻郡猪苗代町 

国道 116号 新潟県柏崎市  新潟市中央区 

国道 117号 長野県長野市  新潟県小千谷市 

国道 118号 茨城県水戸市  福島県会津若松市 

国道 119号 栃木県日光市  栃木県宇都宮市 

国道 120号 栃木県日光市  群馬県沼田市 

国道 121号 山形県米沢市  栃木県芳賀郡益子町 

国道 122号 栃木県日光市  東京都豊島区 

国道 123号 栃木県宇都宮市  茨城県水戸市 

国道 124号 千葉県銚子市  茨城県水戸市 

国道 125号 千葉県香取市  埼玉県熊谷市 

国道 126号 千葉県銚子市  千葉県千葉市中央区 

国道 127号 千葉県館山市  千葉県木更津市 

国道 128号 千葉県館山市  千葉県千葉市中央区 

国道 129号 神奈川県平塚市  神奈川県相模原市 

国道 130号 東京都港区東京港 東京都港区 芝一丁目 

国道 131号 東京都大田区東京国際空港  

      東京都大田区大森東二丁目 

国道 132号 神奈川県川崎市川崎区川崎港  

      神奈川県川崎市川崎区宮前町 

国道 133号 神奈川県横浜市中区横浜港  

      横浜市中区桜木町 

国道 134号 神奈川県横須賀市 神奈川県中郡大磯町 

国道 135号 静岡県下田市  神奈川県小田原市 

国道 136号 静岡県下田市  静岡県三島市 

国道 137号 山梨県富士吉田市 山梨県笛吹市 

国道 138号 山梨県富士吉田市 神奈川県小田原市 

国道 139号 静岡県富士市  東京都西多摩郡多摩町 

国道 140号 埼玉県熊谷市  山梨県南巨摩郡増穂町 

国道 141号 山梨県韮崎市  長野県上田市 

国道 142号 長野県北佐久郡軽井沢町 長野県諏訪郡下諏訪町 

国道 143号 長野県松本市  長野県上田市 

国道 144号 群馬県吾妻郡長野原町 長野県上田市 

国道 145号 群馬県吾妻郡長野原町 群馬県沼田市 

国道 146号 群馬県吾妻郡長野原町 

      長野県北佐久郡軽井沢町 

国道 147号 長野県大町市  長野県松本市 

国道 148号 長野県大町市  新潟県糸魚川市 

国道 149号 静岡県静岡市清水区清水港 

      静岡県静岡市清水区大和町 

国道 150号 静岡県静岡市清水区 静岡県浜松市中区 

国道 151号 長野県飯田市  愛知県豊橋市 

国道 152号 長野県上田市  静岡県浜松市東区 

国道 153号 愛知県名古屋市東区 長野県塩尻市 
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国道 154号 愛知県名古屋市港区名古屋港  

      愛知県名古屋市熱田区 

国道 155号 愛知県常滑市  愛知県弥富市 

国道 156号 岐阜県岐阜市  富山県高岡市 

国道 157号 石川県金沢市  岐阜県岐阜市 

国道 158号 福井県福井市  長野県松本市 

国道 159号 石川県七尾市  石川県金沢市 

国道 160号 石川県七尾市  富山県高岡市 

国道 161号 福井県敦賀市  滋賀県大津市 

国道 162号 京都府京都市下京区 福井県敦賀市 

国道 163号 大阪府大阪市北区 三重県津市 

国道 164号 三重県四日市市四日市港  

      三重県四日市市諏訪町 

国道 165号 大阪府大阪市北区 三重県津市 

国道 166号 大阪府羽曳野市  三重県松阪市 

国道 167号 三重県志摩市  三重県伊勢市 

国道 168号 和歌山県新宮市  大阪府枚方市 

国道 169号 奈良県奈良市  和歌山県新宮市 

国道 170号 大阪府高槻市  大阪府泉佐野市 

国道 171号 京都府京都市南区  兵庫県神戸市中央区 

国道 172号 大阪府大阪市港区大阪港  

      大阪府大阪市中央区 

国道 173号 大阪府池田市  京都府綾部市 

国道 174号 兵庫県神戸市中央区神戸港 兵庫県神戸市中央区 

国道 175号 兵庫県明石市  京都府舞鶴市 

国道 176号 京都府宮津市  大阪府大阪市北区 

国道 177号 京都府舞鶴市舞鶴港 京都府舞鶴市字魚屋 

国道 178号 京都府舞鶴市  鳥取県岩美郡岩美町 

国道 179号 兵庫県姫路市  鳥取県東伯郡湯梨浜町 

国道 180号 岡山県岡山市北区 島根県松江市 

国道 181号 岡山県津山市  鳥取県米子市 

国道 182号 岡山県新見市  広島県福山市 

国道 183号 広島県広島市中区  鳥取県米子市 

国道 184号 島根県出雲市  広島県尾道市 

国道 185号 広島県呉市   広島県三原市 

国道 186号 島根県江津市  広島県大竹市 

国道 187号 山口県岩国市  島根県益田市 

国道 188号 山口県岩国市  山口県下松市 

国道 189号 山口県岩国市岩国空港  

      山口県岩国市麻里布町一丁目 

国道 190号 山口県山口市  山口県山陽小野田市 

国道 191号 山口県下関市  広島県広島市中区  

国道 192号 愛媛県西条市  徳島県徳島市 

国道 193号 香川県高松市  徳島県海部郡海陽町 

国道 194号 高知県高知市  愛媛県西条市 

国道 195号 高知県高知市  徳島県徳島市 

国道 196号 愛媛県松山市  愛媛県西条市 

国道 197号 高知県高知市  大分県大分市 

国道 198号 福岡県北九州市門司区門司港  

      福岡県北九州市門司区西本町 

国道 199号 福岡県北九州市門司区  

      福岡県北九州市八幡西区 

国道 200号 福岡県北九州市八幡西区 福岡県筑紫野市 

国道 201号 福岡県福岡市東区 福岡県京都郡苅田町 

国道 202号 福岡県福岡市博多区 長崎県長崎市 

国道 203号 佐賀県唐津市  佐賀県佐賀市 

国道 204号 佐賀県唐津市  長崎県佐世保市 

国道 205号 長崎県佐世保市  長崎県東彼杵郡東彼杵町 

国道 206号 長崎県長崎市  長崎県佐世保市 

国道 207号 佐賀県佐賀市  長崎県西彼杵郡時津町 

国道 208号 熊本県熊本市  佐賀県佐賀市 

国道 209号 福岡県大牟田市  福岡県久留米市 

国道 210号 福岡県久留米市  大分県大分市 

国道 211号 大分県日田市  福岡県北九州市八幡西区 

国道 212号 大分県中津市  熊本県阿蘇市 

国道 213号 大分県別府市  大分県中津市 

国道 217号 大分県大分市  大分県佐伯市 

国道 218号 熊本県熊本市  宮崎県延岡市 

国道 219号 熊本県熊本市  宮崎県宮崎市 

国道 220号 宮崎県宮崎市  鹿児島県霧島市 

国道 221号 熊本県人吉市  宮崎県都城市 

国道 222号 宮崎県日南市  宮崎県都城市 

国道 223号 宮崎県小林市  鹿児島県霧島市 

国道 224号 鹿児島県垂水市  鹿児島県鹿児島市 

国道 225号 鹿児島県枕崎市  鹿児島県鹿児島市 

国道 226号 鹿児島県南さつま市 鹿児島県鹿児島市 

国道 227号 北海道函館市  北海道檜山郡江差町 

国道 228号 北海道函館市  北海道檜山郡江差町 

国道 229号 北海道小樽市  北海道檜山郡江差町 

国道 230号 北海道札幌市中央区 北海道久遠郡せたな町 

国道 231号 北海道札幌市北区 北海道留萌市 

国道 232号 北海道稚内市  北海道留萌市 

国道 233号 北海道旭川市  北海道留萌市 

国道 234号 北海道岩見沢市  北海道苫小牧市 

国道 235号 北海道室蘭市  北海道浦河郡浦河町 

国道 236号 北海道帯広市  北海道浦河郡浦河町 

国道 237号 北海道旭川市  北海道浦河郡浦河町 

国道 238号 北海道網走市  北海道稚内市 

国道 239号 北海道網走市  北海道留萌市 

国道 240号 北海道釧路市  北海道網走市 

国道 241号 北海道川上郡弟子屈町 北海道帯広市 

国道 242号 北海道網走市  北海道帯広市 

国道 243号 北海道網走市  北海道根室市 

国道 244号 北海道網走市  北海道根室市 

国道 245号 茨城県水戸市  茨城県日立市 

国道 246号 東京都千代田区  静岡県沼津市 

国道 247号 愛知県名古屋市熱田区 愛知県豊橋市 

国道 248号 愛知県蒲郡市  岐阜県岐阜市 

国道 249号 石川県七尾市  石川県金沢市 

国道 250号 兵庫県神戸市長田区 岡山県岡山市北区 

国道 251号 長崎県長崎市  長崎県諫早市 

国道 252号 新潟県柏崎市  福島県会津若松市 

国道 253号 新潟県上越市  新潟県南魚沼市 

国道 254号 東京都文京区  長野県松本市 

国道 255号 神奈川県秦野市  神奈川県小田原市 

国道 256号 岐阜県岐阜市  長野県飯田市 

国道 257号 静岡県浜松市  岐阜県高山市 

国道 258号 岐阜県大垣市  三重県桑名市 

国道 259号 三重県鳥羽市  愛知県豊橋市 

国道 260号 三重県志摩市  三重県北牟婁郡紀北町 

国道 261号 広島県広島市中区  島根県江津市 

国道 262号 山口県萩市   山口県防府市 

国道 263号 福岡県福岡市早良区 佐賀県佐賀市 

国道 264号 佐賀県佐賀市  福岡県久留米市 

国道 265号 宮崎県小林市  熊本県阿蘇市 

国道 266号 熊本県天草市  熊本県熊本市 

国道 267号 熊本県人吉市  鹿児島県薩摩川内市 

国道 268号 熊本県水俣市  宮崎県宮崎市 

国道 269号 鹿児島県指宿市  宮崎県宮崎市 

国道 270号 鹿児島県枕崎市  鹿児島県いちき串木野市 

国道 271号 神奈川県小田原市 神奈川県厚木市 

国道 272号 北海道釧路市  標津郡標津町 

国道 273号 北海道帯広市  北海道紋別市 

国道 274号 北海道札幌市北区 北海道川上郡標茶町 

国道 275号 北海道札幌市中央区 北海道枝幸郡頓別町 

国道 276号 北海道檜山郡江差町 北海道苫小牧市 

国道 277号 北海道檜山郡江差町 北海道二海郡八雲町 

国道 278号 北海道函館市  北海道茅部郡森町 

国道 279号 北海道函館市  青森県上北郡野辺地町 

国道 280号 青森県青森市  北海道函館市 

国道 281号 岩手県盛岡市  岩手県久慈市 

国道 282号 岩手県盛岡市  青森県平川市 

国道 283号 岩手県釜石市  岩手県花巻市 

国道 284号 岩手県陸前高田市 岩手県一関市 

国道 285号 秋田県秋田市  秋田県鹿角市 

国道 286号 宮城県仙台市太白区 山形県山形市 
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国道 287号 山形県米沢市  山形県東根市 

国道 288号 福島県郡山市  福島県双葉郡双葉町 

国道 289号 新潟県新潟市中央区 福島県いわき市 

国道 290号 新潟県村上市  新潟県魚沼市 

国道 291号 群馬県前橋市  新潟県柏崎市 

国道 292号 群馬県吾妻郡長野原町 新潟県妙高市 

国道 293号 茨城県日立市  栃木県足利市 

国道 294号 千葉県柏市   福島県会津若松市 

国道 295号 千葉県成田市成田国際空港 千葉県成田市 

国道 296号 千葉県匝瑳市  千葉県船橋市 

国道 297号 千葉県館山市  千葉県市原市 

国道 298号 埼玉県和光市  千葉県市川市 

国道 299号 長野県茅野市  埼玉県入間市 

国道 300号 山梨県富士吉田市 山梨県南巨摩郡身延町 

国道 301号 静岡県浜松市西区 愛知県豊田市 

国道 302号 愛知県名古屋市中川区 愛知県名古屋市中川区 

国道 303号 岐阜県岐阜市  福井県三方上中郡若狭町 

国道 304号 石川県金沢市  富山県南砺市 

国道 305号 石川県金沢市  福井県南条郡南越前町 

国道 306号 三重県津市   滋賀県彦根市 

国道 307号 滋賀県彦根市  大阪府枚方市 

国道 308号 大阪府大阪市中央区  大阪市中央区  

国道 309号 三重県熊野市  大阪府大阪市平野区 

国道 310号 大阪府堺市堺区  奈良県五條市 

国道 311号 三重県尾鷲市  和歌山県西牟婁郡上富田町 

国道 312号 京都府宮津市  兵庫県姫路市 

国道 313号 広島県福山市  鳥取県東伯郡北栄町 

国道 314号 広島県福山市  島根県雲南市 

国道 315号 山口県周南市  山口県萩市 

国道 316号 山口県長門市  山口県山陽小野田市 

国道 317号 愛媛県松山市  広島県尾道市 

国道 318号 徳島県徳島市  香川県東かがわ市 

国道 319号 香川県坂出市  愛媛県四国中央市 

国道 320号 高知県宿毛市  愛媛県北宇和郡鬼北町 

国道 321号 高知県四万十市  高知県宿毛市 

国道 322号 福岡県北九州市小倉北区 福岡県久留米市 

国道 323号 佐賀県佐賀市  佐賀県唐津市 

国道 324号 長崎県長崎市  熊本県宇城市 

国道 325号 福岡県久留米市  宮崎県西臼杵郡高千穂町 

国道 326号 宮崎県延岡市  大分県豊後大野市 

国道 327号 宮崎県日向市  熊本県阿蘇市 

国道 328号 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県出水市 

国道 329号 沖縄県名護市  沖縄県那覇市 

国道 330号 沖縄県沖縄市  沖縄県那覇市 

国道 331号 沖縄県那覇市  沖縄県国頭郡大宜味村 

国道 332号 沖縄県那覇市那覇空港 沖縄県那覇市垣花町 

国道 333号 北海道旭川市  北海道北見市 

国道 334号 北海道目梨郡羅臼町 北海道網走郡美幌町 

国道 335号 北海道目梨郡羅臼町 北海道標津郡標津町 

国道 336号 北海道浦河郡浦河町 北海道釧路市 

国道 337号 北海道千歳市  北海道小樽市 

国道 338号 北海道函館市  青森県上北郡おいらせ町 

国道 339号 青森県弘前市  青森県東津軽郡外ヶ浜町 

国道 340号 岩手県陸前高田市 青森県八戸市 

国道 341号 秋田県鹿角市  秋田県由利本荘市 

国道 342号 秋田県横手市  宮城県登米市 

国道 343号 岩手県陸前高田市 岩手県奥州市 

国道 344号 秋田県湯沢市  山形県酒田市 

国道 345号 新潟県新潟市中央区 山形県飽海郡遊佐町 

国道 346号 宮城県仙台市青葉区 宮城県気仙沼市 

国道 347号 山形県寒河江市  宮城県大崎市 

国道 348号 山形県長井市  山形県山形市 

国道 349号 茨城県水戸市  宮城県柴田郡柴田町 

国道 350号 新潟県新潟市中央区 新潟県上越市 

国道 351号 新潟県長岡市  新潟県小千谷市 

国道 352号 新潟県柏崎市  栃木県河内郡上三川町 

国道 353号 群馬県桐生市  新潟県柏崎市 

国道 354号 群馬県高崎市  茨城県鉾田市 

国道 355号 千葉県香取市  茨城県笠間市 

国道 356号 千葉県銚子市  千葉県我孫子市 

国道 357号 千葉県千葉市中央区 神奈川県横須賀市 

国道 358号 山梨県南都留郡富士河口湖町    山梨県甲府市 

国道 359号 富山県富山市  石川県金沢市 

国道 360号 富山県富山市  石川県小松市 

国道 361号 岐阜県高山市  長野県伊那市 

国道 362号 愛知県豊川市  静岡県静岡市 

国道 363号 愛知県名古屋市名東区 岐阜県中津川市 

国道 364号 福井県大野市  石川県加賀市 

国道 365号 石川県加賀市  三重県四日市市 

国道 366号 愛知県半田市  愛知県名古屋市熱田区 

国道 367号 京都府京都市下京区 福井県三方上中郡若狭町 

国道 368号 三重県伊賀市  三重県多気郡多気町 

国道 369号 奈良県奈良市  三重県松阪市 

国道 370号 和歌山県海南市  奈良県奈良市 

国道 371号 大阪府河内長野市 和歌山県東牟婁郡串本町 

国道 372号 京都府亀岡市  兵庫県姫路市 

国道 373号 兵庫県赤穂市  鳥取県鳥取市 

国道 374号 岡山県備前市  岡山県津山市 

国道 375号 広島県呉市   島根県大田市 

国道 376号 山口県山口市  山口県岩国市 

国道 377号 徳島県鳴門市  香川県観音寺市 

国道 378号 愛媛県伊予市  愛媛県宇和島市 

国道 379号 愛媛県松山市  愛媛県喜多郡内子町 

国道 380号 愛媛県八幡浜市  愛媛県上浮穴郡久万高原町 

国道 381号 高知県須崎市  愛媛県宇和島市 

国道 382号 長崎県対馬市  佐賀県唐津市 

国道 383号 長崎県平戸市  佐賀県伊万里市 

国道 384号 長崎県五島市  長崎県佐世保市 

国道 385号 福岡県柳川市  福岡県福岡市博多区 

国道 386号 大分県日田市  福岡県筑紫野市 

国道 387号 大分県宇佐市  熊本県熊本市 

国道 388号 大分県佐伯市  熊本県球磨郡湯前町 

国道 389号 福岡県大牟田市  鹿児島県阿久根市 

国道 390号 沖縄県石垣市  沖縄県那覇市 

国道 391号 北海道釧路市  北海道網走市 

国道 392号 北海道釧路市  北海道中川郡本別町 

国道 393号 北海道小樽市  北海道虻田郡倶知安町 

国道 394号 青森県むつ市  青森県弘前市 

国道 395号 岩手県久慈市  岩手県二戸市 

国道 396号 岩手県遠野市  岩手県盛岡市 

国道 397号 岩手県大船渡市  秋田県横手市 

国道 398号 宮城県石巻市  秋田県由利本荘市 

国道 399号 福島県いわき市  山形県南陽市 

国道 400号 茨城県水戸市  福島県耶麻郡西会津町 

国道 401号 福島県会津若松市 群馬県沼田市 

国道 402号 新潟県柏崎市  新潟県新潟市中央区 

国道 403号 新潟県新潟市中央区 長野県松本市 

国道 404号 新潟県長岡市  新潟県上越市 

国道 405号 群馬県吾妻郡中之条町 新潟県上越市 

国道 406号 長野県大町市  群馬県高崎市 

国道 407号 栃木県足利市  埼玉県入間市 

国道 408号 千葉県成田市  栃木県塩谷郡高根沢町 

国道 409号 神奈川県川崎市  千葉県成田市 

国道 410号 千葉県館山市  千葉県木更津市 

国道 411号 東京都八王子市  山梨県甲府市 

国道 412号 神奈川県平塚市  神奈川県相模原市 

国道 413号 山梨県富士吉田市 神奈川県相模原市 

国道 414号 静岡県下田市  静岡県沼津市 

国道 415号 石川県羽咋市  富山県富山市 

国道 416号 福井県福井市  石川県小松市 

国道 417号 岐阜県大垣市  福井県南条郡南越前町 

国道 418号 福井県大野市  長野県飯田市 

国道 419号 岐阜県瑞浪市  愛知県高浜市 

国道 420号 愛知県豊田市  愛知県新城市 

国道 421号 三重県桑名市  滋賀県近江八幡市号 

国道 422号 滋賀県大津市  三重県北牟婁郡紀北町 
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国道 423号 大阪府大阪市北区 京都府亀岡市 

国道 424号 和歌山県田辺市  和歌山県紀の川市 

国道 425号 三重県尾鷲市  和歌山県御坊市 

国道 426号 兵庫県豊岡市  京都府福知山市 

国道 427号 兵庫県明石市  兵庫県朝来市 

国道 428号 兵庫県神戸市中央区 兵庫県三木市 

国道 429号 岡山県倉敷市  京都府福知山市 

国道 430号 岡山県倉敷市  岡山県玉野市 

国道 431号 島根県出雲市  鳥取県米子市 

国道 432号 広島県竹原市  島根県松江市 

国道 433号 広島県大竹市  広島県三次市 

国道 434号 山口県周南市  広島県三次市 

国道 435号 山口県山口市  山口県下関市 

国道 436号 兵庫県姫路市  香川県高松市 

国道 437号 愛媛県松山市  山口県岩国市 

国道 438号 徳島県徳島市  香川県坂出市 

国道 439号 徳島県徳島市  高知県四万十市 

国道 440号 愛媛県松山市  高知県高岡郡檮原町 

国道 441号 愛媛県大洲市  高知県四万十市 

国道 442号 大分県大分市  福岡県大川市 

国道 443号 福岡県大川市  熊本県八代郡氷川町 

国道 444号 長崎県大村市  佐賀県佐賀市 

国道 445号 熊本県熊本市  熊本県人吉市 

国道 446号 宮崎県日向市  熊本県球磨郡湯前町 

国道 447号 宮崎県えびの市  鹿児島県出水市 

国道 448号 鹿児島県指宿市  宮崎県宮崎市 

国道 449号 沖縄県国頭郡本部町 沖縄県名護市 

国道 450号 北海道旭川市  北海道紋別市 

国道 451号 北海道留萌市  北海道滝川市 

国道 452号 北海道夕張市  北海道旭川市 

国道 453号 北海道札幌市豊平区 北海道伊達市  

国道 454号 青森県八戸市  青森県南津軽郡大鰐町 

国道 455号 岩手県盛岡市  岩手県下閉伊郡岩泉町 

国道 456号 岩手県盛岡市  宮城県気仙沼市 

国道 457号 岩手県一関市  宮城県白石市 

国道 458号 山形県新庄市  山形県上山市 

国道 459号 新潟県新潟市中央区 福島県双葉郡浪江町 

国道 460号 新潟県新発田市  新潟県柏崎市 

国道 461号 栃木県日光市  茨城県高萩市 

国道 462号 長野県佐久市  群馬県伊勢崎市 

国道 463号 埼玉県越谷市  埼玉県入間市 

国道 464号 千葉県松戸市  千葉県成田市 

国道 465号 千葉県茂原市  千葉県富津市 

国道 466号 東京都世田谷区  神奈川県横浜市保土ケ谷区 

国道 467号 神奈川県大和市  神奈川県藤沢市 

国道 468号 神奈川県横浜市金沢区 千葉県木更津市 

国道 469号 静岡県御殿場市  山梨県南巨摩郡南部町 

国道 470号 石川県輪島市  富山県砺波市 

国道 471号 石川県羽咋市  岐阜県高山市 

国道 472号 富山県射水市  岐阜県郡上市 

国道 473号 愛知県蒲郡市  静岡県牧之原市 

国道 474号 長野県飯田市  静岡県浜松市 

国道 475号 愛知県豊田市  三重県四日市市 

国道 476号 福井県大野市  福井県敦賀市 

国道 477号 三重県四日市市  大阪府池田市 

国道 478号 京都府宮津市  京都府久世郡久御山町 

国道 479号 大阪府豊中市  大阪府大阪市住之江区 

国道 480号 大阪府和泉市  和歌山県有田市 

国道 481号 大阪府泉佐野市関西国際空港  

      大阪府泉佐野市上之郷 

国道 482号 京都府宮津市  鳥取県米子市 

国道 483号 兵庫県豊岡市  兵庫県丹波市 

国道 484号 岡山県備前市  岡山県高梁市 

国道 485号 島根県隠岐郡隠岐の島町 島根県松江市 

国道 486号 岡山県総社市  広島県東広島市 

国道 487号 広島県呉市   広島県広島市南区  

国道 488号 島根県益田市  広島県廿日市市 

国道 489号 山口県周南市大神三丁目 山口県山口市 

国道 490号 山口県宇部市  山口県萩市 

国道 491号 山口県下関市  山口県長門市 

国道 492号 香川県高松市  高知県長岡郡大豊町 

国道 493号 高知県高知市  高知県安芸郡東洋町 

国道 494号 愛媛県松山市  高知県須崎市 

国道 495号 福岡県北九州市若松区 福岡県福岡市東区 

国道 496号 福岡県行橋市  大分県日田市 

国道 497号 福岡県福岡市博多区 佐賀県武雄市 

国道 498号 佐賀県鹿島市  長崎県佐世保市 

国道 499号 長崎県長崎市  鹿児島県阿久根市 

国道 500号 大分県別府市  佐賀県鳥栖市 

国道 501号 福岡県大牟田市  熊本県宇土市 

国道 502号 大分県臼杵市  大分県竹田市 

国道 503号 熊本県阿蘇郡高森町 宮崎県日向市 

国道 504号 鹿児島県鹿屋市  鹿児島県出水市 

国道 505号 沖縄県国頭郡本部町 沖縄県名護市 

国道 506号 沖縄県那覇市那覇空港 沖縄県中頭郡西原町 

国道 507号 沖縄県糸満市  沖縄県那覇市 

 

 

 

 

高速自動車国道への編入 
 

編入する国道  国道路線名  編入区間起点 編入区間終点  高速道路線名 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

国道 5号  札幌小樽道路  札幌西 IC  小樽 IC   札樽自動車道 

国道 254号  東京川越道路  練馬 IC  川越 IC   関越自動車道 

国道 1号  東名阪道路   桑名 IC  亀山 IC   東名阪自動車道 

国道 25号  西名阪道路   天理 IC  松原 JCT   西名阪自動車道 

国道 329号  沖縄自動車道  許田 IC  石川 IC   沖縄自動車道 

国道 286号  笹谷トンネル  笹谷 IC  関沢 IC   山形自動車道 

国道 42号  海南湯浅道路  海南 IC  有田 IC   阪和自動車道 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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高速道路名の略称 
 

 

 

 

高速自動車国道 
―――――――――――――――――――――――――――― 

整理番号    路線名       路線名略称  

―――――――――――――――――――――――――――― 

HY０１  道央自動車道   道央道   

HY０２  札樽自動車道   札樽道   

HY０３  道東自動車道   道東道   

HY０４  十勝オホーツク自動車道  十勝オホ道 

HY０５  東北自動車道   東北道   

HY０６  八戸自動車道   八戸道   

HY０７  青森自動車道   青森道   

 

 

HY０８  釜石自動車道   釜石道   

HY０９  秋田自動車道   秋田道   

HY１０  山形自動車道   山形道   

HY１１  磐越自動車道   磐越道   

HY１２  日本海東北自動車道  日本海東北道  

HY１３  東北中央自動車道  東北中央道   

HY１４  関越自動車道   関越道   

HY１５  上信越自動車道   上信越道   

HY１６  常磐自動車道   常磐道 

HY１７  館山自動車道   館山道 

HY１８  東京湾アクアライン連絡道    

HY１９  東関東自動車道   東関東道 

HY２０  東京外環自動車道  外環道  

HY２１  北関東自動車道   北関東道 

HY２２  中央自動車道   中央道 

HY２３  名神高速道路   名神高速 

HY２４  京滋バイパス    

HY２５  長野自動車道   長野道 

HY２６  東名高速道路   東名高速 

HY２７  首都圏中央連絡自動車道 圏央道   

HY２８  東海北陸自動車道  東海北陸道  

HY２９  新東名高速道路   新東名高速  

HY３０  中部横断自動車道  中部横断道  

HY３１  北陸自動車道   北陸道 

HY３２  伊勢湾岸自動車道  伊勢湾岸道  

HY３３  名古屋第二環状自動車道 名二環   

HY３４  東名阪自動車道   東名阪道 

HY３５  伊勢自動車道   伊勢道 

HY３６  近畿自動車道   近畿道 

HY３７  西名阪自動車道   西名阪道 

HY３８  新名神高速道路   新名神高速 

HY３９  阪和自動車道   阪和道 

HY４０  紀勢自動車道   紀勢道 

HY４１  舞鶴若狭自動車道  舞鶴若狭道  

HY４２  中国自動車道   中国道 

HY４３  山陽自動車道   山陽道 

HY４４  播磨自動車道   播磨道 

HY４５  鳥取自動車道   鳥取道 

HY４６  岡山自動車道   岡山道 

HY４７  米子自動車道   米子道 

HY４８  尾道自動車道   尾道道 

HY４９  松江自動車道   松江道 

HY５０  広島自動車道   広島道 

HY５１  浜田自動車道   浜田道 

HY５２  山陰自動車道   山陰道 

HY５３  徳島自動車道   徳島道 

HY５４  松山自動車道   松山道 

HY５５  高松自動車道   高松道 

HY５６  高知自動車道   高知道 

HY５７  九州自動車道   九州道 

HY５８  宮崎自動車道   宮崎道 

HY５９  長崎自動車道   長崎道 

HY６０  西九州自動車道   西九州道 

HY６１  大分自動車道   大分道 

HY６２  九州中央自動車道  九州中央道  

HY６３  東九州自動車道   東九州道 

HY６４  新空港自動車道   新空港道  

HY６５  関西空港自動車道  関空道   

HY６６  関門橋    関門橋 

HY６７  沖縄自動車道   沖縄道  

 

本四連絡高速自動車国道 
―――――――――――――――――――――――――――― 

HY６８  本州四国連絡高速道路  JB本四高速 

HY６９  瀬戸中央自動車道  瀬戸中央道   

HY７０  神戸淡路鳴門自動車道  神戸淡路鳴門道  

HY７１  西瀬戸自動車道（しまなみ海道）   

 

都市高速道 
―――――――――――――――――――――――――――― 

HY101 首都高速道路   首都高速  

HY102 名古屋高速道路   名古屋高速  

HY103 阪神高速道路   阪神高速  

HY104 広島高速道路   広島高速  

HY105 福岡高速道路   福岡高速  

HY106 北九州高速道路   北九州高速  
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高速道路一覧 
 

 

 

営業路線名    政令による路線名   分割のある路線  起点   終点 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

道央自動車道   北海道縦貫自動車道  函館名寄線   大沼公園 IC  士別剣淵 IC 

札樽自動車道   北海道横断自動車道  黒松内釧路線  札幌 JCT  小樽 IC 

道東自動車道   北海道横断自動車道      千歳恵庭 JCT 阿寒 IC 

北海道横断自動車道       黒松内北見線  本別 JCT  足寄 IC 

十勝オホーツク自動車道  北海道横断自動車道  黒松内北見線  訓子府 IC  北見西 IC 

東北自動車道   東北縦貫自動車道  弘前線   川口 JCT  青森 IC 

八戸自動車道   東北縦貫自動車道  八戸線   安代 JCT  八戸北 IC 

青森自動車道   東北縦貫自動車道  八戸線   青森 JCT  青森東 IC 

釜石自動車道   東北横断自動車道  釜石秋田線   花巻 JCT  遠野 IC 

秋田自動車道   日本海沿岸東北自動車道     北上 JCT  秋田北 IC 

              昭和男鹿半島 IC 琴丘森岳 IC 

山形自動車道   東北横断自動車道  酒田線   村田 JCT  月山 IC 

              湯殿山 IC  鶴岡 JCT 

磐越自動車道   東北横断自動車道  いわき新潟線  いわき JCT  新潟中央 IC 

北陸自動車道            新潟中央 JCT 新潟空港 IC 

日本海東北自動車道  日本海沿岸東北自動車道     新潟空港 IC  朝日まほろば IC 

              あつみ温泉 IC 鶴岡 JCT 

日本海東北自動車道  東北横断自動車道  酒田線   鶴岡 JCT  酒田みなと IC 

日本海東北自動車道  日本海沿岸東北自動車道     本荘 IC  河辺 JCT 

東北中央自動車道  東北中央自動車道  相馬尾花沢線  福島 JCT  福島大笹生 IC 

              山形上山 IC  東根 IC 

関越自動車道   関越自動車道   新潟線   練馬 IC  長岡 JCT 

上信越自動車道   関越自動車道   新潟線   藤岡 JCT  藤岡 IC 

関越自動車道   上越線        藤岡 IC  上越 JCT 

常磐自動車道   常磐自動車道       三郷 JCT  亘理 IC 

館山自動車道   東関東自動車道       千葉南 JCT  富津竹岡 IC 

              木更津南 JCT 木更津南 IC 

東京湾アクアライン連絡道 東関東自動車道   千葉富津線   木更津 JCT  木更津西 JCT 

東関東自動車道   東関東自動車道   水戸線   高谷 JCT  潮来 IC 

              茨城空港北 IC 茨城町 JCT 

東京外環自動車道  東北縦貫自動車道  弘前線   大泉 IC  川口 JCT 

常磐自動車道            川口 JCT  三郷 JCT 

     東関東自動車道   水戸線   三郷 JCT  三郷南 IC 

北関東自動車道   北関東自動車道       高崎 JCT  岩舟 JCT 

              栃木都賀 JCT 水戸南 IC  

中央自動車道   中央自動車道   富士吉田線   高井戸 IC  富士吉田 IC 

     中央自動車道   西宮線   大月 JCT  小牧 JCT 

名神高速道路   中央自動車道       小牧 IC  西宮 IC 

京滋バイパス            久御山淀 IC  大山崎 JCT/IC 

長野自動車道   中央自動車道   長野線   岡谷 JCT  更埴 JCT 

東名高速道路   東京 IC 小牧 IC 

首都圏中央連絡自動車道 第一東海自動車道      海老名南 JCT 海老名 IC 

東海北陸自動車道   東海北陸自動車道      一宮 JCT  小矢部砺波 JCT 

新東名高速道路   第二東海自動車道  横浜名古屋線  御殿場 JCT  豊田東 JCT 

              清水 JCT  新清水 JCT 

              浜松いなさ JCT 三ヶ日 JCT 

中部横断自動車道  中部横断自動車道      増穂 IC  双葉 JCT 

              佐久南 IC  佐久小諸 JCT 

北陸自動車道   北陸自動車道       新潟中央 JCT 米原 JCT  

         

伊勢湾岸自動車道   第二東海自動車道      横浜名古屋線 豊田東 JCT 東海 IC 

     近畿自動車道   名古屋神戸線  飛島 IC  四日市 JCT  

名古屋第二環状自動車道 近畿自動車道   名古屋亀山線  名古屋南 JCT 名古屋西 JCT 

              上社 JCT  名古屋 IC 

東名阪自動車道   近畿自動車道   名古屋亀山線  名古屋西 JCT 伊勢関 IC 

伊勢自動車道   近畿自動車道   伊勢線   伊勢関 IC  伊勢 IC 

近畿自動車道   近畿自動車道       吹田 JCT  松原 JCT 

西名阪自動車道   近畿自動車道   天理吹田線   松原 JCT  天理 IC 
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新名神高速道路    近畿自動車道   名古屋神戸線  四日市 JCT  新四日市 JCT 

              亀山西 JCT  大津 JCT  

              城陽 JCT  八幡京田辺 JCT  

              亀山 JCT  亀山西 JCT  

              大津 JCT  草津 JCT 

阪和自動車道   近畿自動車道   松原那智勝浦線  松原 JCT  有田 IC 

              御坊 IC  南紀田辺 IC  

紀勢自動車道            南紀田辺 IC  すさみ南 IC 

紀勢自動車道   近畿自動車道   尾鷲多気線   勢和多気 JCT 尾鷲北 IC 

舞鶴若狭自動車道  近畿自動車道   敦賀線   吉川 JCT  敦賀 JCT 

中国自動車道   中国縦貫自動車道      吹田 JCT  下関 IC 

山陽自動車道   山陽自動車道   吹田山口線   神戸 JCT  廿日市 JCT 

              大竹 JCT  山口 JCT 

              三木 JCT  神戸西 IC 

              倉敷 JCT  早島 IC 

     山陽自動車道   宇部下関線   宇部 JCT  下関 JCT 

播磨自動車道   中国横断自動車道  姫路鳥取線   播磨 JCT  播磨新宮 IC 

鳥取自動車道   中国横断自動車道  姫路鳥取線   佐用 JCT  西粟倉 IC 

              智頭 IC  鳥取 IC 

岡山自動車道   山陽自動車道   吹田山口線   岡山 JCT  岡山総社 IC 

              岡山総社 IC  北房 JCT 

米子自動車道   中国横断自動車道  岡山米子線   落合 JCT  米子 IC 

尾道自動車道   中国横断自動車道  尾道松江線   尾道 JCT  三次東 JCT 

松江自動車道   中国横断自動車道  尾道松江線   三次東 JCT  宍道 JCT 

広島自動車道   中国縦貫自動車道      広島北 JCT  広島北 IC 

              広島 JCT  広島北 IC 

浜田自動車道   中国横断自動車道  広島浜田線   千代田 JCT  浜田 IC 

山陰自動車道   中国横断自動車道  尾道松江線   松江玉造 IC  宍道 JCT 

     山陰自動車道   鳥取益田線   宍道 JCT  出雲 IC 

徳島自動車道   四国横断自動車道  阿南四万十線  鳴門 JCT  徳島 JCT 

              徳島 JCT  徳島 IC 

     四国縦貫自動車道      徳島 IC  川之江東 JCT 

松山自動車道            川之江 JCT  大洲 IC 

     四国横断自動車道  愛南大洲線   大洲北只 IC  宇和島北 IC 

高松自動車道   四国横断自動車道      鳴門 IC  津田東 IC 

              高松東 IC  川之江 JCT 

              坂出 JCT  坂出 IC 

高知自動車道            川之江 JCT  須崎東 IC 

              須崎西 IC  四万十町中央 IC 

九州自動車道   九州縦貫自動車道  鹿児島線   門司 IC  えびの IC 

     九州縦貫自動車道  宮崎線   えびの IC  えびの JCT 

     九州縦貫自動車道  鹿児島線   えびの JCT  鹿児島 IC 

宮崎自動車道   九州縦貫自動車道  宮崎線   えびの JCT  宮崎 IC 

長崎自動車道   九州縦貫自動車道  鹿児島線   鳥栖 JCT  鳥栖 IC 

              鳥栖 IC  長崎 IC 

     九州横断自動車道  長崎大分線   鳥栖 IC  長崎 IC 

西九州自動車道 九州横断自動車道    長崎大分線   武雄 JCT  武雄南 IC 

大分自動車道            鳥栖 JCT  大分米良 IC 

九州中央自動車道  九州横断自動車道  延岡線   嘉島 JCT  小池高山 IC 

東九州自動車道   東九州自動車道       北九州 JCT  みやこ豊津 IC 

              椎田南 IC  宇佐 IC 

東九州自動車道   九州横断自動車道  長崎大分線   速見 IC  日出 JCT 

     東九州自動車道       大分米良 IC  北川 IC 

              門川 IC  清武南 IC 

              鹿屋串良 JCT 隼人東 IC 

新空港自動車道   成田国際空港線       成田 JCT  新空港 IC 

関西空港自動車道  関西国際空港線       泉佐野 JCT  りんくう JCT 

関門橋    関門自動車道       下関 IC  門司 IC 

沖縄自動車道   沖縄自動車道       那覇 IC  許田 IC 
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一般有料道路一覧 
 

都道府県別順に並べてあります。括弧の番号は、JISのコードです。 

 
 

 路線名（別称）   無料化の場合  変更路線名 
―――――――――――――――――――――――――― 

北海道(01)  

支笏湖畔有料道路  無料化   国道 453号 

知床有料道路   無料化    知床林道 

深川留萌自動車道（深川沼田道路）   

日高自動車道（苫東道路）   

藻岩山観光自動車道   

  

青森県(02)  

百石道路    

みちのく有料道路    

第二みちのく有料道路    

青森空港有料道路    

津軽岩木スカイライン    

青森中央大橋有料道路  無料化   青森県道 120号 

 

岩手県(03)  

北部陸中海岸有料道路（シーサイドライン） 無料化 岩手県道 44号 

小岩井有料道路   無料化   岩手県道 219号 

浄土ヶ浜有料道路   無料化   岩手県道 248号 

八幡平有料道路（アスピーテライン） 無料化 岩手・秋田県道 23号 

開運橋    無料化    岩手県道 2号 

仙人トンネル   無料化   国道 283号 

 

宮城県(04)  

通岡道路    無料化    国道 45号 

宮城・山形県 蔵王道路（蔵王エコーライン）  

     無料化 宮城県・山形県道 12号 

仙台東部道路    

仙台北部道路    

仙台南部道路    

三陸自動車道    

蔵王ハイライン    

牡鹿コバルトライン  無料化   宮城県道 220号 

日和大橋有料道路  無料化   宮城県道 240号 

牧山有料道路   無料化   宮城県道 240号 

松島パノラマライン  無料化    松島町道 

 

秋田県(05)  

寒風山有料道路（パノラマライン） 無料化   秋田県道 55号 

入道崎八望台有料道路  無料化   秋田県道 121号 

大桟橋有料道路   無料化    秋田県道 59号 

田沢湖有料道路   無料化    秋田県道 247・60号 

栗駒有料道路   無料化   秋田県道 282号 

淀川河辺有料道路（秋田エアポートライン） 

     無料化    秋田県道 61号 

秋田・山形県 鳥海有料道路（鳥海ブルーライン） 無料化 

       秋田県道 131号山形県道 210号 

秋田外環状道路    

琴丘能代道路    

湯沢横手道路    

 

山形県(06) 

西吾妻有料道路（西吾妻スカイバレー） 

     無料化    山形・福島県道 2号 

西蔵王有料道路（西蔵王高原ライン） 

     無料化  山形県道 167号・53号 

米沢南陽道路    

羽黒山有料道路    

湯殿山有料道路    

 

福島県(07)  

あぶくま高原道路    

高森熱海有料道路（母成グリーンライン）  

     無料化    福島県道 24号 

常磐湯の岳有料道路（常磐湯の岳パノラマライン）  

     無料化   福島県道 371号 

磐梯吾妻道路（磐梯吾妻スカイライン） 無料化 福島県道 70号 

第二磐梯吾妻道路（磐梯吾妻レークライン） 無料化  

磐梯山有料道路（磐梯山ゴールドライン） 無料化 福島県道 64号 

 

茨城県(08) 

茨城県千葉県 芽吹大橋 無料化    茨城・千葉県道 3号 

茨城県千葉県 銚子大橋 無料化   国道 124号 

茨城・千葉県 境大橋  無料化   茨城・千葉県道 17号 

栃木県茨城県 月居トンネル 無料化  国道 461号国道 355号 

石岡有料道路   無料化   国道 355号 

霞ヶ浦大橋有料道路  無料化   国道 354号 

筑波スカイライン   無料化   茨城県道 236号 

表筑波スカイライン  無料化   茨城県道 236号 

水郷有料道路   無料化    茨城県道 50号 

新大利根橋有料道路  無料化    茨城県道 47号 

東水戸道路    

常陸那珂有料道路  

下総利根大橋有料道路  

水海道有料道路    

若草大橋有料道路 

日立有料道路    

海門橋    無料化  茨城県道 108号 

新利根川橋    無料化   国道 4号 

 

栃木県(09)  

栃木県福島県 那須甲子有料道路 無料化 栃木・福島県道 290号 

那須山麓道路   無料化   栃木県道 266号 

中禅寺湖有料道路（中禅寺湖スカイライン）  

     無料化   栃木県道 250号 

霧降高原有料道路  無料化   栃木県道 169号 

那須高原有料道路  無料化    栃木県道 17号 

日光宇都宮道路（日光道）   

いろは坂（日光道路）  無料化   国道 120号 

日塩有料道路（日塩もみじライン）（龍王峡ライン）   

鬼怒川有料道路（鬼怒川シルクウェイ）  

宇都宮鹿沼道路（さつきロード）   

 

群馬県(10)  

伊香保榛名道路   無料化    群馬県道 33号 

志賀草津道路   無料化   国道 292号 

万座ハイウェー    

鬼押ハイウェー    

妙義有料道路（妙義紅葉ライン）  無料化   群馬県道 196号 

水上道路    無料化    群馬県道 61号 

赤城有料道路（赤木白樺ライン）  無料化    群馬県道 4号 

群馬県栃木県 金精トンネル 無料化   国道 120号 

碓氷バイパス   無料化    国道 18号 

 

埼玉県(11)  

埼玉大橋    無料化    埼玉県道 46号 

新浦和橋    無料化   国道 463号 

熊谷東松山道路   無料化    埼玉県道 47号 

富士見川越有料道路  無料化   国道 254号 
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三峰観光有料道路  無料化   埼玉県道 278号 

中津川林道（旧国有林道） 無料化  秩父市道大滝幹線17号線 

皆野寄居有料道路（皆野寄居バイパス） 

狭山環状有料道路     

新見沼大橋有料道路 

 

千葉県(12)  

南房州有料道路   無料化   千葉県道 257号 

新行徳橋有料道路  無料化     千葉県道6号 

市川松戸有料道路  無料化   千葉県道 180号 

銚子有料道路   無料化   千葉県道 286号 

千葉外房有料道路（誉田区間） 無料化    千葉県道 67号 

松戸野田有料道路  無料化     千葉県道5号 

流山有料道路   無料化     千葉県道5号 

国道 128号勝浦有料道路 無料化   国道 128号 

千葉・埼玉県 松戸橋有料道路（松戸三郷有料道路）  

     無料化  千葉・埼玉県道 295号 

京葉道路  

富津館山道路  

千葉東金道路  

東京湾アクアライン  

東京湾アクアライン連絡道  

銚子連絡道路（山武東総道路） 

九十九里有料道路 

東金九十九里有料道路 

千葉外房有料道路 

房総スカイライン有料道路  

鴨川有料道路  

東総有料道路  

銚子新大橋有料道路（利根かもめ大橋有料道路） 

鋸山登山自動車道 

 

東京都(13) 

奥多摩有料道路   無料化   東京都道 206号 

ひよどり山有料道路  無料化    （八王子市に移管） 

稲城大橋有料道路  無料化 東京都道 9号 

東京高速道路 

三原山ドライブウェイ  無料化   東京都道 207号 

八王子バイパス   無料化    国道 16号 

 

神奈川県(14)  

湘南道路（逗子区間）  無料化   国道 134号 

湘南道路（鎌倉区間）  無料化   国道 134号 

横浜新道（旧戸塚有料道路区間） 無料化 

上江橋（旧）    無料化    国道 16号 

湯河原新道（オレンジライン） 無料化   湯河原町道 

国道 135号 真鶴道路（旧道） 無料化   国道 135号 

第三京浜道路      

横浜横須賀道路    

新湘南バイパス    

西湘バイパス    

小田原厚木道路    

逗葉新道    

本町山中有料道路    

三浦縦貫道路（三浦サンサンライン）   

真鶴道路（新道）（真鶴ブルーライン）   

城ヶ島大橋    

箱根ターンパイク    

芦ノ湖スカイライン    

湯河原パークウェイ    

京浜急行有料道路  無料化    鎌倉市道 

 

新潟県(15) 

国道 116号北陸自動車道（新潟西バイパス）  

     無料化   国道 116号 

越路橋    無料化    新潟県道 23号 

奥只見シルバーライン  無料化    新潟県道 50号 

弥彦山スカイライン  無料化   新潟県道 561号 

越後七浦有料道路（越後七浦シーサイドライン）  

     無料化   国道 402号 

 

富山県(16) 

立山登山道路   無料化    富山県道 6号 

婦中大橋    無料化   国道 359号 

能越自動車道    

立山有料道路    

有峰林道    

 

石川県(17) 

白山白川郷ホワイトロード    

能登島大橋有料道路  無料化    石川県道 47号 

能登有料道路   無料化    石川県道60号・1号 

田鶴浜道路    無料化   国道 470号 

川北大橋有料道路  無料化    石川県道 22号 

 

福井県(18) 

永平寺有料道路   無料化   国道 364号 

越前海岸有料道路  無料化   国道 305号 

武生トンネル   無料化     国道 8号 

久須夜ヶ岳有料道路（エンゼルライン）  無料化  福井県道 107号 

河野海岸有料道路  無料化   福井県道 204号 

越前・河野しおかぜライン 無料化   国道 305号 

御坂トンネル   無料化   国道 137号 

法恩寺山有料道路    

三方五湖有料道路（三方五湖レインボーライン）  

敦賀道路    無料化     国道 8号 

 

山梨県(19) 

甲府精進湖有料道路  無料化   国道 358号 

東富士五湖道路    

雁坂トンネル有料道路    

富士山有料道路（富士スバルライン）   

愛宕トンネル有料道路  無料化    山梨県道 6号 

御岳昇仙峡有料道路（昇仙峡グリーンライン）  

     無料化    山梨県道 7号 

八ヶ岳横断有料道路（八ヶ岳公園道路） 無料化   山梨県道 11号 

河口湖大橋有料道路  無料化   山梨県道 707号 

清里高原有料道路  無料化    山梨県道 28号 

新笹子隧道    無料化    国道 20号 

 

長野県(20) 

阿島有料橋    無料化   長野県道 251号 

蓼科有料道路（ビーナスライン） 無料化   長野県道 192号 

菅平有料道路   無料化     長野県道4号 

大町有料道路（大町アルペンライン） 無料化   長野県道 45号 

戸隠有料道路（戸隠バードライン） 無料化  

     長野市道長野県道 506号長野県道 40号 

霧ヶ峰有料道路霧ヶ峰線（ビーナスライン） 無料化 長野県道 40号 

霧ヶ峰有料道路八島線 （ビーナスライン） 無料化 長野県道 40号 

霧ヶ峰有料道路美ヶ原線（ビーナスライン） 無料化 

         長野県道 460号 

安房峠道路    

三才山トンネル有料道路    

平井寺トンネル有料道路    

新和田トンネル有料道路    

松本トンネル有料道路    

志賀中野有料道路    

白馬長野有料道路    

五輪大橋有料道路    

白糸ハイランドウェイ    

茅野有料道路   無料化 国道 152号国道 299号 

林道美ヶ原線（美ヶ原スカイライン） 無料化  

よもぎこば林道   無料化  

聖高原有料道路   無料化   長野県道 501号 

林道黒石線    無料化  長野県道 256号王滝村道 
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林道浅間山荘線   無料化  

林道夢の平線（夢の平スカイライン） 無料化  

       長野県道 40号立科町道 

妙義荒船林道   無料化  

長野・群馬県 上信スカイライン 無料化  

       長野県道 112号・群馬県道 466号 

林道高峰線（チェリーパークライン） 無料化  長野県道 131号 

野馬取湯の平林道  無料化  

奥志賀林道    無料化   長野県道 502号 

鹿曲川林道    無料化  

 

岐阜県(21)  

乗鞍スカイライン   無料化     岐阜県道5号 

中津川有料道路   無料化   国道 257号 

飛騨美濃道路   無料化   国道 472号 

東海環状自動車道    

白山白川郷ホワイトロード    

伊吹山ドライブウェイ    

島大橋有料道路   無料化    岐阜県道 53号 

長良川リバーサイド有料道路 無料化   岐阜県道 287号 

長良川右岸有料道路  無料化    岐阜県道 94号 

岐阜・愛知県 濃尾大橋  無料化   岐阜・愛知県道 18号 

大垣羽島道路   無料化    岐阜県道 18号 

 

静岡県(22) 

箱根新道    無料化     国道 1号 

新富士川橋    無料化     国道 1号 

富士宮道路    無料化   国道 139号 

藤枝バイパス   無料化     国道 1号 

掛川バイパス   無料化     国道 1号 

磐田バイパス   無料化     国道 1号 

浜名バイパス   無料化     国道 1号 

西富士道路    無料化   国道 139号 

伊豆中央道    

修善寺道路    

浜名湖新橋有料道路（はまゆう大橋）   

遠州大橋    

箱根スカイライン    

伊豆スカイライン    

熱海ビーチライン    

南富士エバーグリーンライン（日本ランド道路）   

宇佐美大仁有料道路  無料化    静岡県道 19号 

表富士周遊道路（富士山スカイライン） 無料化   静岡県道 23号 

熱函道路    無料化    静岡県道 11号 

新天城トンネル   無料化   国道 414号 

浜名湖大橋    無料化   静岡県道 323号 

西伊豆バイパス（船原トンネル）無料化   国道 136号 

西伊豆スカイライン  無料化   静岡県道 127号 

日本平パークウェイ  無料化 静岡市道池田日本平線 

浜名湖レイクサイドウェイ 無料化   静岡県道 310号 

村櫛舘山寺道路   無料化   静岡県道 323号 

中伊豆バイパス   無料化    静岡県道 12号 

国道 362号本坂トンネル  無料化   国道 362号 

清水日本平パークウェイ  無料化 静岡市道清水日本平線 

熱海新道    無料化    熱海市道 

富士見パークウェイ  無料化    伊豆の国市道 

愛知・静岡県 多米峠道路 無料化    愛知・静岡県道 4号 

国道 150号掛塚橋  無料化   国道 150号 

東伊豆道路（伊東区間）  無料化   国道 135号 

東伊豆道路（熱川・稲取・下田区間） 無料化  国道 135号 

南伊豆道路（マーガレットライン）無料化   国道 136号 

乙女道路    無料化   国道 138号 

遠笠山道路    無料化   静岡県道 111号 

 

愛知県(23) 

国道 247号衣浦大橋  無料化   国道 247号 

豊川橋    無料化    国道 23号 

知多半島横断道路  無料化   愛知県道 265号 

鳳来寺山パークウェイ  無料化   愛知県道 524号 

本宮山スカイライン  無料化   愛知県道 526・527号 

三河湾スカイライン  無料化   愛知県道 525号 

茶臼山高原道路   無料化   愛知県道 507号 

尾張パークウェイ   無料化   愛知県道 461号 

音羽蒲郡有料道路  無料化    愛知県道 73号 

小坂井バイパス   無料化   国道 247号 

小牧東インター有料道路  無料化    愛知県道 49号 

愛知・岐阜県 愛岐道路 無料化   愛知・岐阜県道 15号 

愛知・岐阜県 東海大橋 無料化    愛知・岐阜県道 8号 

東海環状自動車道    

伊勢湾岸道路（名港トリトン）   

知多半島道路    

南知多道路    

知多横断道路（セントレアライン）   

中部国際空港連絡道路 （セントレアライン）   

衣浦トンネル    

猿投グリーンロード    

名古屋瀬戸道路    

衣浦豊田道路    

三ヶ根山スカイライン     

伊勢神トンネル   無料化   国道 153号 

 

三重県(24) 

伊勢志摩スカイライン    

北伊勢道路    無料化   三重県道桑名北勢線 

長島道路    無料化     三重県道7号 

青山高原有料道路  無料化   三重県道 512号 

伊勢道路    無料化    三重県道 32号 

富田山城有料道路  無料化    三重県道 64号 

鈴鹿公園有料道路（鈴鹿スカイライン） 無料化  国道 477号 

パールロード   無料化 三重県道 128号鳥羽阿児線 

伊勢二見鳥羽有料道路  無料化   三重県道37号国道42号 

参宮道路    無料化    三重県道 37号 

木曽川大橋（名四道路）  無料化    国道 23号 

揖斐長良大橋（名四道路） 無料化    国道 23号 

 

滋賀県(25) 

奥琵琶湖パークウェイ  無料化  

     滋賀県道 512号  滋賀県道 513号 

途中トンネル有料道路  無料化   国道 367号 

日野水口有料道路  無料化   国道 307号 

近江大橋有料道路  無料化 

      滋賀県道 18号滋賀県道 42号 

京滋バイパス    

琵琶湖大橋有料道路    

比叡山自動車道（比叡山ドライブウェイ）   

奥比叡参詣自動車道（奥比叡ドライブウェイ）   

湖西道路    無料化   国道 161号 

 

京都府(26) 

東山道路    無料化    京都市道将軍塚線 

東山ドライブウェイ   無料化   京都市道渋谷蹴上線 

京都縦貫自動車道    

京奈和自動車道    

京滋バイパス    

第二京阪道路    

嵐山高雄パークウェイ    

 

大阪府(27) 

淀川新橋有料道路（菅原城北大橋）  

     無料化 大阪市道上新庄生野線 

大阪港咲洲トンネル  無料化    大阪市道 

尻無川新橋有料道路  無料化    大阪府道 5号 

第二京阪道路    

関西国際空港連絡橋    

南阪奈道路    

第二阪奈有料道路   
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堺泉北有料道路    

箕面有料道路（箕面グリーンロード）   

鳥飼仁和寺大橋有料道路    

五月山ドライブウェイ    

鳥飼大橋    無料化    大阪府道 2号 

安治川大橋    無料化    国道 43号 

阪奈道路    無料化  

    大阪府道 8号奈良県道 1号奈良県道 8号 

 

兵庫県(28) 

但馬海岸有料道路  無料化    兵庫県道 11号 

第二但馬海岸有料道路  無料化    兵庫県道 11号 

南淡路有料道路（南淡路うずしおライン） 無料化  

       兵庫県道 25号 237号 477号 

表六甲ドライブウェイ  無料化    神戸市道 

裏六甲ドライブウェイ  無料化    神戸市道 

西神戸有料道路   無料化   神戸市道夢野白川線 

奥再度有料道路   無料化   神戸市道神戸箕谷線 

第二神明道路    

第二神明道路北線（神戸西バイパス）   

遠阪トンネル有料道路    

播但連絡道路    

西宮北道路    

六甲有料道路    

六甲北有料道路（北神バイパス）   

山麓バイパス    

摩耶大橋    

ハーバーハイウェイ（港湾幹線道路）   

芦有ドライブウェイ    

姫路バイパス   無料化     国道 2号 

太子竜野バイパス   無料化     国道 2号 

 

奈良県(29) 

明日香有料道路   無料化   奈良県道 155号 

大台ヶ原ドライブウェイ  無料化  

       奈良県道大台ヶ原伯母峯線 

南阪奈道路    

第二阪奈有料道路    

信貴生駒スカイライン    

奈良奥山ドライブウェイ    

 

和歌山県(30) 

白浜有料道路   無料化  和歌山県道 33号 

湯浅御坊道路       

潮岬道路    無料化  和歌山県道 41号 

南白浜有料道路   無料化  

     和歌山県道白浜紀伊富田停車場線 

高野龍神スカイライン  無料化   国道 371号 

紀の川河口大橋   無料化  和歌山県道148号 

白浜スカイライン   無料化    白浜町道 

高野山道路    無料化 国道 370号国道 480号 

 

鳥取県(31) 

大山道路    無料化    鳥取県道 24号 

大山環状道路   無料化  鳥取県道 45号 158号 

境水道大橋    無料化   国道 431号 

 

島根県(32) 

頓原道路    無料化    国道 54号 

宍道湖大橋    無料化   島根県道 261号 

三瓶山東口道路   無料化    島根県道 40号 

日御碕道路    無料化    島根県道 29号 

枕木山有料道路   無料化   島根県道 252号 

大田市道三瓶山高原道路  

三瓶山アイリスライン  無料化  大田市道三瓶山高原道路 

美保関灯台道路   無料化     島根県道2号 

一畑自動車道   無料化    島根県道 23号 

安来道路    

江津道路    

松江道路    無料化     国道 9号 

 

岡山県(33) 

児島湾締切堤防   無料化    岡山市道 

貝殻山スカイライン  無料化   岡山県道 463号 

古城池道路    無料化  

       倉敷市道駅前古城池霞橋線 

鳥取・岡山県 蒜山大山有料道路（蒜山大山スカイライン）  

     無料化  鳥取・岡山県道 114号 

鷲羽山有料道路（鷲羽山スカイライン） 

     無料化   岡山県道 393号 

岡山ブルーライン   無料化   岡山県道 397号 

水島玉島産業有料道路（水玉ブリッジライン）  

     無料化   岡山県道 398号 

岡南大橋有料道路  無料化    岡山県道 45号 

 

広島県(34) 

幕之内トンネル   無料化  国道 186号国道 191号 

音戸大橋    無料化   国道 487号 

後山道路（福山グリーンライン） 無料化   広島県道 251号 

さざなみスカイライン（野呂山スカイライン）（野呂山有料道路） 

     無料化   広島県道 248号 

草津沼田道路   無料化   広島市道草津沼田線 

尾道大橋有料道路  無料化   国道 317号 

広島岩国道路    

広島呉道路 （クレアライン）   

広島熊野道路    

安芸灘大橋有料道路    

海田大橋（広島ベイブリッジ）   

臨港道路出島海田線    

 

山口県(35) 

秋吉台道路    無料化   山口県道 242号 

欽明路有料道路   無料化    山口県道 15号 

山口・愛媛県 大島大橋有料道路  無料化  国道 437号 

彦島有料道路   無料化   山口県道 252号 

萩道路    無料化    山口県道 32号 

山口宇部有料道路  無料化     山口県道6号 

下関市火の山パークウェイ 無料化  

長府道路（長府トンネル）  無料化     国道 2号 

 

徳島県(36) 

小鳴門橋    無料化    徳島県道 11号 

南阿波サンライン   無料化   徳島県道 147号 

鳴門スカイライン   無料化   徳島県道 183号 

末広有料道路   無料化    徳島県道 29号 

祖谷渓道路 眉山パークウェイ 無料化    徳島県道 45号 

津峯スカイライン    

 

香川県(37) 

香川・徳島県 曼陀トンネル 無料化 香川県道 8号徳島県道 8号 

五色台スカイライン  無料化   香川県道 281号 

高松坂出有料道路  無料化   香川県道 161号 

屋島ドライブウェイ   無料化      高松市 

高松東道路    

寒霞渓道路（小豆島ブルーライン） 無料化   香川県道 29号 

 

愛媛県(38) 

東伊予道路    無料化   国道 196号 

石鎚スカイライン   無料化    愛媛県道 12号 

東予有料道路   無料化    愛媛県道 13号 

西海有料道路   無料化  愛媛県道 320号 34号 

今治小松自動車道    

平野林道  
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高知県(39) 

室戸岬有料道路（室戸スカイライン） 無料化  高知県道 203号 

足摺岬有料道路（足摺スカイライン・椿の道）  

     無料化   高知県道 348号 

宇佐大橋有料道路（横浪黒潮ライン・横浪道路）  

     無料化    高知県道 47号 

仁淀川河口大橋   無料化    高知県道 23号 

浦戸大橋    無料化    高知県道 14号 

高知桂浜道路   無料化    高知県道 36号 

龍河洞スカイライン  無料化   高知県道 385号 

桂浜有料道路   無料化  

      高知県道 14号高知県道 35号 

瓶ヶ森林道（UFO ライン）  無料化   町道瓶ヶ森線国道 208号 

大川橋    無料化  国道 208号国道 444号 

住之江橋    無料化   国道 444号 

 

福岡県(40) 

関門トンネル    

椎田道路    

福岡前原有料道路（今宿道路）   

若戸大橋    

若戸トンネル    

八木山バイパス   無料化   国道 201号 

 

佐賀県(41) 

佐賀・福岡県 鳥栖筑紫野有料道路（かささぎロード） 

     無料化   佐賀・福岡県道 17号 

二丈浜玉道路（かもめロード） 無料化   国道 202号 

冷水道路 （うぐいすロード） 無料化   国道 200号 

名護屋大橋    無料化   国道 204号 

西九州自動車道（武雄佐世保道路）   

厳木多久道路（ひまわりロード）   

東脊振トンネル（さざんかロード）   

三瀬トンネル有料道路 （やまびこロード）   

 

長崎県(42) 

西海橋    無料化   国道 202号 

長崎県 雲仙道路  無料化    国道 57号 

島原道路    無料化    国道 57号 

中の谷トンネル   無料化    国道 10号 

仁田峠循環自動車道路  無料化 

       雲仙市道小浜仁田峠循環線 

西九州自動車道（武雄佐世保道路・佐世保道路）   

長崎バイパス    

川平有料道路    

ながさき出島道路（出島バイパス）   

ながさき女神大橋道路    

西海パールライン有料道路（江上バイパス）   

生月大橋有料道路  無料化    長崎県道 42号 

大島大橋有料道路  無料化    長崎県道 52号 

国見有料道路   無料化   国道 498号 

 

熊本県(43) 

南九州自動車道（八代日奈久道路）   

松島有料道路    

阿蘇山公園道路 

松浦バイパス有料道路  無料化 国道 204号国道 383号 

平戸大橋有料道路  無料化   国道 383号 

矢上大橋有料道路  無料化   国道 251号 

菊池阿蘇道路（菊池阿蘇スカイライン）  

     無料化    熊本県道 45号 

阿蘇登山有料道路  無料化  

        熊本県道 298号熊本県道 111号 

天草下島横断有料道路  無料化    熊本県道 24号 

仙酔峡道路    無料化 阿蘇市道小堀仙酔峡線 

天草五橋    無料化 国道 266号国道 324号 

 

大分県(44) 

臼杵坂ノ市有料道路  無料化   大分県道 205号 

大分湯の平有料道路  無料化   大分県道 537号 

大野川大橋有料道路  無料化    大分県道 22号 

米良有料道路   無料化    大分県道 56号 

大分空港道路   無料化   国道 213号 

宇佐別府道路    

日出バイパス    

久住高原ロードパーク    

九州産交湯の谷線  無料化  

大分・熊本県 別府阿蘇道路（やまなみハイウェイ） 

     無料化   大分・熊本県道 11号 

 

宮崎県(45) 

小倉ヶ浜有料道路   無料化    宮崎県道 15号 

延岡南道路    

一ツ葉有料道路    

宮崎・鹿児島県 霧島道路 無料化  

        宮崎県道 1号鹿児島県道 104号 

 

鹿児島県(46) 

指宿道路（指宿スカイライン） 無料化  鹿児島県道 17号 

佐多岬ロードパーク  無料化   南大隅町道 

隼人道路    

南九州自動車道（鹿児島道路）   

黒之瀬戸大橋   無料化   国道 389号 
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R01:北海道道一覧 
 

北海道道 1号 小樽定山渓線 

北海道道 2号 洞爺湖登別線 

北海道道 3号 札幌夕張線 

北海道道 4号 旭川芦別線 

北海道道 5号 江差木古内線 

北海道道 6号 岩見沢月形線 

北海道道 7号 北見常呂線 

北海道道 8号 根室中標津線 

北海道道 9号 寿都黒松内線 

北海道道 10号 千歳鵡川線 

北海道道 11号 月形厚田線 

北海道道 12号 枝幸音威子府線 

北海道道 13号 中標津標茶線 

北海道道 14号 厚岸標茶線 

北海道道 15号 幕別大樹線 

北海道道 16号 支笏湖公園線 

北海道道 17号 小樽港線 

北海道道 18号 札幌停車場線 

北海道道 19号 苫小牧停車場線 

北海道道 20号 旭川停車場線 

北海道道 21号 留萌停車場線 

北海道道 22号 留萌港線 

北海道道 23号 網走停車場線 

北海道道 24号 釧路停車場線 

北海道道 25号 釧路港線 

北海道道 26号 帯広停車場線 

北海道道 27号 北見津別線 

北海道道 28号 当別浜益港線 

北海道道 29号 上磯厚沢部線 

北海道道 30号 三笠栗山線 

北海道道 31号 音更池田線 

北海道道 32号 豊浦ニセコ線 

北海道道 33号 美唄月形線 

北海道道 34号 襟裳公園線 

北海道道 35号 根室半島線 

北海道道 36号 余市赤井川線 

北海道道 37号 鷹栖東神楽線 

北海道道 38号 夕張岩見沢線 

北海道道 39号 奥尻島線 

北海道道 40号 礼文島線 

北海道道 41号 函館恵山線 

北海道道 42号 八雲北檜山線 

北海道道 43号 大沼公園鹿部線 

北海道道 44号 石狩手稲線 

北海道道 45号 恵庭栗山線 

北海道道 46号 江別恵庭線 

北海道道 47号 深川雨竜線 

北海道道 48号 和寒幌加内線 

北海道道 49号 美深雄武線 

北海道道 50号 北見置戸線 

北海道道 51号 津別陸別線 

北海道道 52号 屈斜路摩周湖畔線 

北海道道 53号 釧路鶴居弟子屈線 

北海道道 54号 東瓜幕芽室線 

北海道道 55号 清水大樹線 

北海道道 56号 本別浦幌線 

北海道道 57号 旭川深川線 

北海道道 58号 倶知安ニセコ線 

北海道道 59号 平取厚真線 

北海道道 60号 下川雄武線 

北海道道 61号 士別滝の上線 

北海道道 62号 豊頃糠内芽室線 

北海道道 63号 函館空港線 

北海道道 64号 女満別空港線 

北海道道 65号 釧路空港線 

北海道道 66号 岩内洞爺線 

北海道道 67号 八雲厚沢部線 

北海道道 68号 旭川空港線 

北海道道 69号 中標津空港線 

北海道道 70号 芦別美瑛線 

北海道道 71号 平取静内線 

北海道道 72号 旭川幌加内線 

北海道道 73号 帯広浦幌線 

北海道道 74号 穂別鵡川線 

北海道道 75号 帯広新得線 

北海道道 76号 網走公園線 

北海道道 77号 千歳インター線 

北海道道 78号 支笏湖線 

北海道道 79号 深川豊里線 

北海道道 80号 平取門別線 

北海道道 81号 岩見沢石狩線 

北海道道 82号 西野真駒内清田線 

北海道道 83号 函館南茅部線 

北海道道 84号 豊富浜頓別線 

北海道道 85号 鹿追糠平線 

北海道道 86号 白老大滝線 

北海道道 87号 知床公園羅臼線 

北海道道 88号 本別留辺蘂線 

北海道道 89号 札幌環状線 

北海道道 90号 旭川環状線 

北海道道 91号 苫小牧東インター線 

北海道道 92号 斜里停車場線 

北海道道 93号 知床公園線 

北海道道 94号 増毛稲田線 

北海道道 95号 京極定山渓線 

北海道道 96号 上磯峠下線 

北海道道 97号 豊浦京極線 

北海道道 98号 旭川多度志線 

北海道道 99号 和寒鷹栖線 

北海道道 100号 函館上磯線 

北海道道 101号 下川愛別線 

北海道道 102号 網走川湯線 

北海道道 103号 留辺蘂浜佐呂間線 

北海道道 104号 網走端野線 

北海道道 105号 利尻富士利尻線 

北海道道 106号 稚内天塩線 

北海道道 107号 室蘭環状線 

北海道道 108号 沓形仙法志鴛泊線 

北海道道 109号 新帯広空港線 

北海道道 110号 江別インター線 

北海道道 111号 静内中札内線 

北海道道 112号 札幌当別線 

北海道道 113号 釧路環状線 

北海道道 114号 赤平奈井江線 

北海道道 115号 芦別砂川線 

北海道道 116号 岩見沢三笠線 

北海道道 117号 恵庭岳公園線 

北海道道 118号 美深中川線 

北海道道 119号 遠別中川線 

北海道道 120号 美深中頓別線 

北海道道 121号 稚内幌延線 

北海道道 122号 北見端野美幌線 

北海道道 123号 別海厚岸線 

北海道道 124号 宮の沢北一条線 

北海道道 125号 前田新川線 

北海道道 126号 小平幌加内線 

北海道道 127号 室蘭インター線 



 １６ 

北海道道 128号 札幌北広島環状線 

北海道道 129号 静川美沢線 

北海道道 130号 新千歳空港線 

北海道道 131号 平取穂別線 

北海道道 132号 洞爺公園洞爺線 

北海道道 133号 音更新得線 

北海道道 134号 本別士幌線 

北海道道 135号 美唄富良野線 

北海道道 136号 夕張新得線 

北海道道 137号 遠軽雄武線 

北海道道 138号 豊富猿払線 

北海道道 139号 江別奈井江線 

北海道道 140号 愛別当麻旭川線 

北海道道 141号 樽前錦岡線 

北海道道 142号 根室浜中釧路線 

北海道道 143号 北見白糠線 

北海道道 144号 登別室蘭インター線 

北海道道 145号 伊達インター線 

北海道道 146号 旭川鷹栖インター線 

北海道道 147号 銭函インター線 

北海道道 148号 釧路インター線 

北海道道 149号 大沼公園インター線 

北海道道 150号 摩周湖中標津線 

北海道道 151号 幕別帯広芽室線 

（欠番）  

北海道道 201号 岩見沢停車場線 

北海道道 202号 八雲停車場線 

北海道道 203号 滝川停車場線 

北海道道 204号 湧別上湧別線 

北海道道 205号 上士別ビバカルウシ線 

北海道道 206号 下川風連線 

北海道道 207号 昆布停車場ニセコ線 

北海道道 208号 比宇厚賀停車場線 

北海道道 209号 滑若新冠停車場線 

北海道道 210号 尾田豊頃停車場線 

北海道道 211号 春日置戸線 

（欠番）  旭川大雪山層雲峡線 

北海道道 213号 天人峡美瑛線 

北海道道 214号 川西芽室音更線 

北海道道 215号 江差停車場線 

北海道道 216号 八千代帯広線 

北海道道 217号 北見美幌線 

北海道道 218号 板谷佐久停車場線 

北海道道 219号 新開旭川線 

北海道道 220号 歌登咲来停車場線 

北海道道 221号 塘路厚岸線 

北海道道 222号 雄別釧路線 

北海道道 223号 愛山渓上川線 

北海道道 224号 芦別赤平線 

北海道道 225号 小樽石狩線 

北海道道 226号 舞鶴追分線 

北海道道 227号 赤平滝川線 

北海道道 228号 豊丘余市停車場線 

北海道道 229号 北尻別蘭越停車場線 

北海道道 230号 三ノ原ニセコ線 

北海道道 231号 椴法華港線 

北海道道 232号 今金北檜山線 

北海道道 233号 新富様似停車場線 

北海道道 234号 美河三石停車場線 

北海道道 235号 上幌内早来停車場線 

北海道道 236号 勇足池田線 

北海道道 237号 池田停車場高島線 

北海道道 238号 更別幕別線 

北海道道 239号 熊牛音更線 

北海道道 240号 上札内帯広線 

北海道道 241号 本流音別停車場線 

北海道道 242号 上庶路庶路停車場線 

北海道道 243号 阿寒標茶線 

北海道道 244号 遠軽芭露線 

北海道道 245号 下仁頃相内停車場線 

北海道道 246号 小清水女満別線 

北海道道 247号 置戸温根湯線 

北海道道 248号 嘉多山美幌線 

北海道道 249号 福住女満別線 

北海道道 250号 清里止別線 

北海道道 251号 雨竜旭川線 

北海道道 252号 美深名寄線 

北海道道 253号 東山富良野停車場線 

北海道道 254号 抜海港線 

北海道道 255号 焼尻島線 

北海道道 256号 豊富遠別線 

北海道道 257号 留寿都喜茂別線 

北海道道 258号 早来千歳線 

北海道道 259号 上厚真苫小牧線 

北海道道 260号 幕別停車場線 

北海道道 261号 置戸福野北見線 

北海道道 262号 渡島大野停車場線 

北海道道 263号 八雲今金線 

北海道道 264号 七飯療養所線 

北海道道 265号 熱郛白井川線 

北海道道 266号 大成黒松内停車場線 

北海道道 267号 磯谷蘭越線 

北海道道 268号 岩内蘭越線 

北海道道 269号 蕨岱国富停車場線 

北海道道 270号 岩内港線 

北海道道 271号 倶知安停車場線 

北海道道 272号 寿都停車場線 

北海道道 273号 花畔札幌線 

北海道道 274号 栗沢南幌線 

北海道道 275号 月形峰延線 

北海道道 276号 琴似停車場線 

北海道道 277号 琴似停車場新琴似線 

北海道道 278号 奈井江浦臼線 

北海道道 279号 江部乙雨竜線 

北海道道 280号 妹背牛停車場線 

北海道道 281号 深川多度志線 

北海道道 282号 沼田妹背牛線 

北海道道 283号 砂川新十津川線 

北海道道 284号 深川停車場線 

北海道道 285号 豊浦洞爺線 

北海道道 286号 登別停車場線 

北海道道 287号 厚真浜厚真停車場線 

北海道道 288号 浦河港線 

北海道道 289号 富川停車場線 

北海道道 290号 追分停車場線 

北海道道 291号 吹上上富良野線 

北海道道 292号 智恵文停車場線 

北海道道 293号 温根別剣淵停車場線 

北海道道 294号 東川東神楽旭川線 

北海道道 295号 瑞穂旭川停車場線 

北海道道 296号 比布愛別停車場線 

北海道道 297号 士別停車場線 

北海道道 298号 上富良野旭中富良野線 

北海道道 299号 上富良野停車場線 

北海道道 300号 上川停車場線 

北海道道 301号 増毛港線 

北海道道 302号 雄信内停車場線 

北海道道 303号 沓形港線 

北海道道 304号 紋別港線 

北海道道 305号 紋別丸瀬布線 

北海道道 306号 丸瀬布上渚滑線 

北海道道 307号 留辺蘂停車場線 

北海道道 308号 日吉端野線 

北海道道 309号 美幌停車場線 

北海道道 310号 花咲港線 



 １７ 

北海道道 311号 中西別計根別線 

北海道道 312号 根室停車場線 

北海道道 313号 根室港線 

北海道道 314号 白糠停車場線 

北海道道 315号 十勝港線 

北海道道 316号 上士幌音更線 

北海道道 317号 中美生芽室線 

北海道道 318号 湧洞豊頃停車場線 

北海道道 319号 生花大樹線 

北海道道 320号 旅来豊頃停車場線 

北海道道 321号 中札内停車場線 

北海道道 322号 砂川停車場線 

北海道道 323号 江部乙停車場線 

北海道道 324号 石狩沼田停車場線 

北海道道 325号 厚別停車場線 

北海道道 326号 桑園停車場線 

北海道道 327号 弁景幌別線 

北海道道 328号 風連停車場線 

北海道道 329号 新旭川停車場線 

北海道道 330号 下川停車場線 

北海道道 331号 永山停車場線 

北海道道 332号 当麻停車場線 

北海道道 333号 遠軽停車場線 

北海道道 334号 中藻興部興部線 

北海道道 335号 訓子府停車場線 

北海道道 336号 上社名淵上湧別線 

北海道道 337号 上士幌士幌音更線 

北海道道 338号 大沼公園線 

北海道道 339号 高根平岸停車場線 

北海道道 340号 栗丘幌向停車場線 

北海道道 341号 真駒内御料札幌線 

北海道道 342号 茅沼鉱山泊線 

北海道道 343号 蘭越ニセコ倶知安線 

北海道道 344号 白井川豊浦線 

北海道道 345号 矢淵東瀬棚停車場線 

（欠番）  船越乙部港線→北海道道 460号、461号線 

北海道道 347号 赤川函館線 

北海道道 348号 野深荻伏停車場線 

（欠番）  平取厚真線を 59号に改番 

北海道道 350号 倶多楽湖公園線 

北海道道 351号 正和門別停車場線 

（欠番）  旧：朝日愛別停車場線→現 101号 

北海道道 353号 美沢上富良野線 

北海道道 354号 ペンケ下川停車場線 

（欠番）  下川雄武線を 60号に改番 

北海道道 356号 築別炭砿築別停車場線 

（欠番）  旧：端野美幌線→現 122号 

（欠番）  士別滝の上線を 61号に改番 

（欠番）  豊頃糠内芽室線を 62号に改番 

（欠番）  旧：糠平清水線→北海道道 734号、735号 

北海道道 361号 尺別尺別停車場線 

北海道道 362号 西春別春別停車場線 

北海道道 363号 尾岱沼港春別停車場線 

北海道道 364号 本別海別海停車場線 

北海道道 365号 上芦別停車場線 

北海道道 366号 石狩当別停車場線 

（欠番）  旧：石狩太美停車場線 

北海道道 368号 白石停車場線 

北海道道 369号 島松停車場線 

北海道道 370号 野幌停車場線 

北海道道 371号 北広島停車場線 

北海道道 372号 秩父別停車場線 

北海道道 373号 幌加内停車場線 

北海道道 374号 栗沢停車場線 

（欠番） 北海道道 529号の一部へ 

北海道道 376号 石狩月形停車場線 

（欠番） 旧：美国港線→北海道道 568号 

北海道道 378号 余市港線 

（欠番） 函館空港線を 63号に改番 

北海道道 380号 松前停車場線 

（欠番）  旧：中の沢停車場線 →後続路線無し。 

（欠番）  旧：今金停車場線 →北海道道 686号 

北海道道 383号 木古内停車場線 

北海道道 384号 荻伏停車場線 

北海道道 385号 長和停車場線 

北海道道 386号 有珠停車場線 

北海道道 387号 幌別停車場線 

北海道道 388号 白老停車場線 

北海道道 389号 様似港線 

北海道道 390号 比布停車場線 

北海道道 391号 音威子府停車場線 

（欠番）  旧：中富良野停車場線→北海道道 705号 

北海道道 393号 遠別停車場線 

（欠番）  旧：幌延停車場線→北海道道 645号 

北海道道 395号 問寒別停車場下国府線 

（欠番）  旧：天塩停車場線→北海道道 551号 

北海道道 397号 豊富停車場線 

北海道道 398号 北見枝幸停車場線 

北海道道 399号 中頓別停車場線 

北海道道 400号 小頓別停車場線 

（欠番）  旧：札弦停車場線 北海道道 805号 

（欠番）  旧：清里停車場線 北海道道 857号 

（欠番）  旧：中斜里停車場線 北海道道 827号 

北海道道 404号 上湧別停車場線 

（欠番）  旧：湧別停車場線 北海道道 656号 

（欠番）  旧：上渚滑停車場線 北海道道 553号 

北海道道 407号 稚内港線 

北海道道 408号 枝幸港線 

北海道道 409号 常呂港線 

北海道道 410号 雄武港線 

（欠番）  女満別空港線を 64号 

（欠番）  旧：新吉野停車場線 北海道道 598号 

北海道道 413号 浦幌停車場線 

北海道道 414号 広尾停車場線 

北海道道 415号 音更停車場線 

北海道道 416号 鹿追停車場線 

北海道道 417号 士幌停車場線 

北海道道 418号 上士幌停車場線 

北海道道 419号 大正停車場線 

北海道道 420号 芽室停車場線 

（欠番）  旧：標茶停車場線 北海道道 668号 

北海道道 422号 川湯停車場線 

北海道道 423号 西春別停車場線 

北海道道 424号 磯分内停車場線 

北海道道 425号 厚岸停車場線 

（欠番）  釧路空港線を 65号 

（欠番）  旧：昭和炭山石狩沼田停車場線 

    →北海道道 867号 

北海道道 428号 奥美葉牛沼田線 

北海道道 429号 多度志停車場線 

北海道道 430号 南幌向停車場線 

北海道道 431号 丘珠空港線 

北海道道 432号 暑寒別雨竜停車場線 

（欠番）  旧：朱鞠内美深線→北海道道 721号 

（欠番）  旧：恵山公園線→北海道道 635号 

北海道道 435号 松前港線 

（欠番）  旧：渡島知内停車場線 北海道道 531号 

北海道道 437号 羽幌原野古丹別停車場線 

北海道道 438号 天塩中川停車場線 

（欠番）  旧：本別停車場線 北海道道 658号 

北海道道 440号 西帯広停車場線 

北海道道 441号 札内停車場線 

北海道道 442号 サロマ湖公園線 

北海道道 443号 鬼志別停車場線 

北海道道 444号 稚咲内豊富停車場線 
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北海道道 445号 紋穂内停車場線 

（欠番）  旧：周防堂松前停車場線→北海道道 607号 

北海道道 447号 西大里瀬棚停車場線 

北海道道 448号 千代田初山別停車場線 

北海道道 449号 別海浜中停車場線 

（欠番）  旧：新十津川停車場線 北海道道 625号 

北海道道 451号 北長沼停車場線 

北海道道 452号 下手稲札幌線 

北海道道 453号 西野白石線 

北海道道 454号 小樽海岸公園線 

北海道道 455号 仁木停車場線 

（欠番）  岩内洞爺線を 66号に改番 

北海道道 457号 函館漁港線 

（欠番）  八雲厚沢部線線を 67号に改番 

北海道道 459号 瀬棚港線 

北海道道 460号 乙部厚沢部線 

北海道道 461号 乙部港線 

北海道道 462号 川端追分線 

（欠番）  旧：苫小牧港線→北海道道 781号 

（欠番）  旧：日高清水線→国道 274号 

北海道道 465号 金山幾寅停車場線 

（欠番）  旧：小平停車場線→北海道道 550号 

北海道道 467号 栄浜小清水線 

北海道道 468号 清水谷足寄線 

（欠番）  旧：帯広空港線→北海道道 1084号 

北海道道 470号 更別停車場線 

（欠番）  旧：大樹停車場線→北海道道 773号 

（欠番）  旧：忠類停車場線→北海道道 657号 

（欠番）  旧：阿寒停車場線 

北海道道 475号 風蓮湖公園線 

（欠番）  緑中標津線の一部へ 

北海道道 477号 滝下由仁停車場線 

北海道道 478号 京極倶知安線 

（欠番）  旧：福島停車場線→北海道道 532号 

北海道道 480号 鹿部停車場線 

北海道道 481号 上向別浦河停車場線 

北海道道 482号 豊川遠浅停車場線 

北海道道 483号 苫前港線 

北海道道 484号 天塩港線 

（欠番）  旧：坂の下稚内停車場線→現 106号 

北海道道 486号 豊田当麻線 

北海道道 487号 近文停車場線 

（欠番）  旭川空港線を 68号に改番 

（欠番）  旧：占冠落合停車場線→北海道道 1099 号、136

号、1117号 

北海道道 490号 中園網走停車場線 

北海道道 491号 芭露停車場線 

北海道道 492号 沙留停車場線 

北海道道 493号 奥瀬戸瀬瀬戸瀬停車場線 

北海道道 494号 訓子府津別線 

北海道道 495号 上常呂停車場線 

北海道道 496号 下居辺高島停車場線 

（欠番）  旧：二股清水線→北海道道 718号 

北海道道 498号 長流枝内木野停車場線 

北海道道 499号 勇足本別停車場線 

北海道道 500号 音別浦幌線 

北海道道 501号 旭浜大樹停車場線 

北海道道 502号 斗満陸別停車場線 

北海道道 503号 明倫幕別停車場線 

（欠番）  中標津空港線を 69号へ改番 

北海道道 505号 養老牛計根別停車場線 

北海道道 506号 茶内停車場線 

北海道道 507号 船泊港利礼公園線 

北海道道 508号 矢臼場札幌線 

（欠番）  芦別美瑛線を 70号へ改番 

北海道道 510号 抜海兜沼停車場線 

（欠番）  旧：上湧別留辺蘂線→国道 242号 

（欠番）  旧：札幌支笏湖線→国道 453号 

（欠番）  旧：洞爺湖支笏湖線→国道 276号、723号 

（欠番）  旧：夕張平取線 国道現 131号 

（欠番）  平取静内線を 71号 

（欠番）  旭川幌加内線を 72号 

（欠番）  帯広浦幌線を 73号 

（欠番）  穂別鵡川線を 74号 

北海道道 519号 滝之町伊達線 

北海道道 520号 鷹栖東鷹栖比布線 

（欠番）  旧：美成豊似停車場線→国道 336号 

（欠番）  帯広新得線を 75号 

北海道道 523号 美川黒松内線 

（欠番）  旧：都倶知安線→道道 895号 

北海道道 525号 蘭越停車場線 

北海道道 526号 東札幌停車場線 

北海道道 527号 望来当別線 

北海道道 528号 蕗の台朱鞠内停車場線 

北海道道 529号 東奈井江奈井江停車場線 

北海道道 530号 上磯停車場線 

北海道道 531号 小谷石渡島知内停車場線 

北海道道 532号 岩部渡島福島停車場線 

（欠番）  旧：樽前錦岡停車場線 道道 141号 

北海道道 534号 富沢日高三石停車場線 

（欠番）  旧：昭和新山線→道道 703号 

北海道道 536号 剣淵原野士別線 

北海道道 537号 旭士別線 

北海道道 538号 旭名寄線 

（欠番）  旧：板谷恩根内停車場線→現 118号 

北海道道 540号 名寄停車場線 

北海道道 541号 問寒別佐久停車場線 

北海道道 542号 東旭川停車場線 

北海道道 543号 上宇莫別美瑛停車場線 

北海道道 544号 麓郷山部停車場線 

北海道道 545号 三和剣淵線 

北海道道 546号 暑寒別公園線 

北海道道 547号 羽幌港線 

北海道道 548号 天売島線 

北海道道 549号 峠下沼田線 

北海道道 550号 幌糠小平停車場線 

北海道道 551号 円山天塩停車場線 

（欠番）  旧：上猿払浜頓別線→道道 84号 

北海道道 553号 上藻別上渚滑停車場線 

（欠番）  旧：北海道道 554号 

北海道道 555号 東相内停車場線 

北海道道 556号 緋牛内北見線 

北海道道 557号 止別停車場線 

北海道道 558号 白滝原野白滝停車場線 

北海道道 559号 新富士停車場線 

北海道道 560号 仲洞爺留寿都線 

（欠番）  旧：西野真駒内停車場線→道道 82号 

（欠番）  旧：元山定山渓停車場線→道道 819号 

（欠番）  旧：大夕張清水沢停車場線→道道 739号 

北海道道 564号 江部乙赤平線 

北海道道 565号 和停車場線 

（欠番）  旧：湯内旭川線→道道 98号 

北海道道 567号 上芦別停車場野花南湖線 

北海道道 568号 船澗美国港線 

北海道道 569号 蕨台古平線 

（欠番）  旧：新富京極線→道道 97号 

北海道道 571号 五稜郭公園線 

北海道道 572号 八雲港線 

北海道道 573号 桜野野田生停車場線 

（欠番） 旧：神里豊浦線→道道 97号 

北海道道 575号 鵡川停車場線 

北海道道 576号 瑞穂安平停車場線 

（欠番）  旧：高見静内停車場線→道道 111号 

北海道道 578号 洞爺虻田線 

北海道道 579号 新開西神楽停車場線 
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北海道道 580号 美馬牛神楽線 

北海道道 581号 留辺蘂上富良野線 

北海道道 582号 苫前停車場線 

北海道道 583号 上問寒問寒別停車場線 

北海道道 584号 猿払停車場線 

北海道道 585号 狩別猿払停車場線 

北海道道 586号 豊牛下頓別停車場線 

北海道道 587号 跡佐登小清水線 

北海道道 588号 屈斜路津別線 

（欠番）  旧：津別停車場線→道道 768号 

（欠番）  網走公園線を 76号へ改番 

北海道道 591号 嘉多山卯原内停車場線 

北海道道 592号 湯里生田原停車場線 

北海道道 593号 屈足鹿追線 

（欠番）  旧：新得停車場線→道道 662号 

北海道道 595号 愛国停車場線 

北海道道 596号 中士幌停車場線 

北海道道 597号 十弗浦幌線 

（欠番）  旧：上厚内新吉野停車場線→道道 1038号 

北海道道 599号 火散布茶内停車場線 

北海道道 600号 島松千歳線 

北海道道 601号 野花南停車場線 

北海道道 602号 東三川由仁停車場線 

 

北海道道 603号 浦臼停車場線 

北海道道 604号 老古美小沢停車場線 

北海道道 605号 中野木古内停車場線 

北海道道 606号 霞台森停車場線 

北海道道 607号 石崎松前線 

北海道道 608号 大岸礼文停車場線 

北海道道 609号 礼文停車場線 

北海道道 610号 占冠穂別線 

北海道道 611号 瑞穂東川線 

北海道道 612号 築別天塩有明停車場線 

北海道道 613号 豊平峠下停車場線 

（欠番）  旧：清川中川線→道道 119号 

（欠番）  旧：志美宇丹美深線→道道 120号 

北海道道 616号 上勇知兜沼停車場線 

北海道道 617号 オシラネップ原野濁川停車場線 

（欠番）  旧：仁頃端野線→国道 333号 

（欠番）  旧：知床公園斜里線→現 93号 

北海道道 620号 苫務小利別停車場線 

北海道道 621号 足寄原野上利別停車場線 

北海道道 622号 幸徳大樹停車場線 

（欠番）  旧：釧路中標津線→国道 272号 

（欠番）  旧：清田真駒内停車場線→道道 82号 

北海道道 625号 学園新十津川停車場線 

北海道道 626号 東雁来江別線 

北海道道 627号 文珠砂川線 

北海道道 628号 小藤沼田線 

（欠番）  旧：茶志内茶志内停車場線→道道 979号 

（欠番）  

北海道道 631号 ニセコ高原比羅夫線 

（欠番）  旧：銭函停車場見晴線→道道 147号 

北海道道 633号 函館港線 

北海道道 634号 城丘江差線 

北海道道 635号 元村恵山線 

北海道道 636号 渡島吉岡停車場線 

北海道道 637号 西川東静内停車場線 

北海道道 638号 宿志別振内停車場線 

北海道道 639号 上士別和寒線 

北海道道 640号 中愛別上川線 

北海道道 641号 北旭川停車場線 

（欠番）  旧：チバベリ幌糠停車場線→道道 1068号 

北海道道 643号 鬼鹿停車場線 

（欠番）  旧：達布昭和停車場線→道道 867号 

北海道道 645号 上問寒幌延停車場線 

北海道道 646号 曲淵停車場線 

北海道道 647号 兵安上頓別停車場線 

（欠番）      旧：エベコロベツ沼川停車場線→道道 709号 

（欠番）  旧：若佐北見線→道道 725号 

（欠番）  旧：緑中標津線→道道 1034号 

（欠番）  旧：緑停車場水上線→道道 805号 

（欠番）  

（欠番）  旧：濁川停車場線→道道 838号 

（欠番）  旧：網走川湯線→道道 102号 

北海道道 655号 仁倉端野線 

北海道道 656号 湧別停車場サロマ湖線 

北海道道 657号 美成忠類停車場線 

北海道道 658号 本別本別停車場線 

北海道道 659号 勇足停車場線 

北海道道 660号 居辺本別線 

北海道道 661号 士幌然別湖線 

（欠番）  旧：新得新得停車場線→道道 1073号 

北海道道 663号 植坂足寄停車場線 

北海道道 664号 モアショロ原野螺湾足寄停車場線 

北海道道 665号 上茶路上茶路停車場線 

北海道道 666号 徹別原野釧路線 

北海道道 667号 徹別原野雄別停車場線 

（欠番）      旧：オソツベツ原野標茶停車場線→国道 274号 

北海道道 669号 中標津停車場線 

（欠番）  旧：緑斜里線→道道 1034号 

（欠番） 千歳インター線を 77号 

（欠番）  旧：抜海天塩線→道道 106号 

（欠番）  支笏湖線を 78号に改番 

（欠番）  深川豊里線を 79号に改番 

北海道道 675号 立待岬函館停車場線 

北海道道 676号 七飯大野線 

北海道道 677号 小倉山丹羽停車場線 

（欠番）  旧：白石今金停車場線→道道 793号 

（欠番） 平取門別線を 80号に改番 

北海道道 680号 班渓美深停車場線 

（欠番）  旧：開明当麻停車場線→道道 1134号 

北海道道 682号 二又北見線 

北海道道 683号 大観山公園線 

（欠番）  旧：北海道道 684号道道 76号に編入 

北海道道 685号 計呂地若佐線 

北海道道 686号 鈴岡今金停車場線 

北海道道 687号 美唄達布岩見沢線 

北海道道 688号 名寄遠別線 

（欠番）  旧：浦河大樹線→国道 236号 

（欠番）  旧：西芦別上砂川線→道道 115号 

北海道道 691号 赤平歌志内線 

北海道道 692号 角田栗山停車場線 

北海道道 693号 鷹泊鷹泊停車場線 

北海道道 694号 北長沼由仁線 

北海道道 695号 清原喜茂別線 

北海道道 696号 喜茂別停車場線 

 

北海道道 697号 天神南小樽停車場線 

北海道道 698号 湯の里渡島知内停車場線 

北海道道 699号 室蘭港線 

（欠番）  旧：東関内伊達紋別停車場線→道道 981号 

北海道道 701号 登別港線 

北海道道 702号 美和豊浦停車場線 

北海道道 703号 洞爺湖公園線 

北海道道 704号 崎守停車場線 

北海道道 705号 ベベルイ中富良野停車場線 

北海道道 706号 南陽山部停車場線 

北海道道 707号 鬼鹿港線 

北海道道 708号 有明天塩有明停車場線 

（欠番）  旧：エベコロベツ→121号 

北海道道 710号 浅茅野台地浜頓別線 

北海道道 711号 社名淵瀬戸瀬停車場線 

北海道道 712号 緑蔭中湧別停車場線 



 ２０ 

北海道道 713号 中渚滑紋別停車場線 

北海道道 714号 住吉女満別停車場線 

北海道道 715号 芽室東四条帯広線 

北海道道 716号 駒畠更別線 

北海道道 717号 札友内弟子屈停車場線 

北海道道 718号 忠別清水線 

（欠番）  岩見沢石狩線を 81号に改番 

（欠番）  西野真駒内清田線を 82号に改番 

（欠番）  旧：美深北竜線→国道 275号 

（欠番）  函館南茅部線を 83号に改番 

（欠番）  旧：洞爺湖大滝線→国道 453号 

（欠番）  豊富浜頓別線を 84号に改番 

（欠番）  旧：北見生田原線→国道 333号 

（欠番）  鹿追糠平線を 85号に改番 

（欠番）  旧：羅臼標津線→国道 335号 

北海道道 728号 中幌向栗沢線 

北海道道 729号 朱鞠内風連線 

北海道道 730号 丸駒線 

（欠番）  白老大滝線を 86号に改番 

北海道道 732号 上猿払浅茅野線 

（欠番）  旧：留辺蘂常呂線→道道 103号 

北海道道 734号 熊牛御影線 

（欠番）  旧：清水鹿追線→国道 274号 

（欠番）  知床公園羅臼線を 87号に改番 

北海道道 737号 標津停車場線 

（欠番）  旧：芦別三笠線→道道 907号、917号 

（欠番）  旧：鹿島清水沢停車場線→道道 907号 

北海道道 740号 北檜山大成線 

北海道道 741号 上遠別霧立線 

北海道道 742号 霧立小平線 

（欠番）  旧：下川朝日線→道道 101号 

（欠番）  旧：宇登呂羅臼線→国道 334号 

（欠番）  旧：初田牛浜中線→道道 142号 

北海道道 746号 高見西舎線 

北海道道 747号 上羽幌羽幌停車場線 

（欠番）  旧：古山長沼線→道道 1008号 

北海道道 749号 鳩山継立停車場線 

北海道道 750号 真谷地沼の沢停車場線 

北海道道 751号 新篠津金沢線 

北海道道 752号 名駒田下線 

北海道道 753号 登余市停車場線 

（欠番）  旧：春日京極停車場線→道道 819号 

北海道道 755号 然別余市線 

北海道道 756号 大野上磯線 

（欠番）  旧：室蘭環状線初代→道道 107号、919号 

北海道道 758号 パンケ風連線 

北海道道 759号 奈江富良野線 

北海道道 760号 智恵文美深線 

北海道道 761号 北旭川停車場永山線 

北海道道 762号 平羽幌線 

北海道道 763号 兜沼豊徳線 

北海道道 764号 本幌別上毛登別線 

北海道道 765号 元地香深線 

北海道道 766号 和訓辺渚滑停車場線 

北海道道 767号 明生北浜線 

北海道道 768号 相生津別停車場線 

北海道道 769号 斜里停車場美咲線 

北海道道 770号 美里別本別停車場線 

北海道道 771号 笹川士幌線 

北海道道 772号 上斗満大誉地線 

北海道道 773号 萌和大樹停車場線 

北海道道 774号 川北中標津線 

北海道道 775号 上武佐計根別停車場線 

北海道道 776号 北滝の川東滝川停車場線 

北海道道 777号 川崎三の原線 

北海道道 778号 濁川温泉線 

北海道道 779号 南黄金長和線 

北海道道 780号 花咲港温根沼線 

北海道道 781号 苫小牧環状線 

北海道道 782号 上登別室蘭線 

北海道道 783号 東大里瀬棚停車場線 

北海道道 784号 黒橋京極線 

北海道道 785号 豊富中頓別線 

（欠番）  本別留辺蘂線を 88号に改番 

（欠番）  旧：角山弥生線→道道 128号 

北海道道 788号 芦別停車場線 

北海道道 789号 上志文四条東線 

北海道道 790号 仁別大曲線 

北海道道 791号 峠宮田線 

北海道道 792号 ニセコ停車場線 

北海道道 793号 旭台今金線 

北海道道 794号 森停車場線 

北海道道 795号 共和鶉線 

北海道道 796号 西端春立線 

北海道道 797号 貫気別振内線 

北海道道 798号 西風連名寄線 

（欠番）  旧：近文停車場嵐山公園線→道道 146号 

北海道道 800号 北の峯線 

北海道道 801号 樽真布幌糠線 

北海道道 802号 斜里港線 

（欠番）  旧：境野実郷上常呂線→道道 986号 

北海道道 804号 和訓辺上渚滑線 

北海道道 805号 札弦停車場水上線 

北海道道 806号 上音更上士幌線 

北海道道 807号 円朱別原野茶内線 

北海道道 808号 琵琶瀬茶内停車場線 

（欠番）  札幌環状線を 89号に改番 

北海道道 810号 金原今金線 

北海道道 811号 勇知上勇知線 

北海道道 812号 館町福島線 

北海道道 813号 上風連大別線 

北海道道 814号 滝野上野幌自転車道線 

（欠番）  旧：北海道道 815号→道道 1159号 

北海道道 816号 峯延稔町線 

北海道道 817号 茂世丑最上線 

北海道道 818号 発足線 

（欠番）  旧：京極定山渓線初代→95号 

北海道道 820号 小樽港稲穂線 

北海道道 821号 京極停車場線 

（欠番）  旧：東川高江線→道道 1026号 

（欠番）  旭川環状線を 90号に改番 

北海道道 824号 美沢美馬牛線 

（欠番）  旧：剣淵北剣淵兵村線→道道 984号 

北海道道 826号 丸松線 

北海道道 827号 越川中斜里停車場線 

北海道道 828号 シラトリマップ滝ノ上原野線 

北海道道 829号 幌呂原野鶴居線 

北海道道 830号 泉川西春別線 

北海道道 831号 上春別別海線 

（欠番）  旧：初田牛厚床線→道道 997号 

北海道道 833号 俣落西五条線 

（欠番）  旧：御園南清水沢線→道道 1008号 

北海道道 835号 釧路阿寒自転車道線 

北海道道 836号 島牧美利河線 

（欠番）  旧：標茶上茶路線→国道 274号 

（欠番）  旧：中立牛滝上線→道道 1044号 

（欠番）  旧：前田停車場線→道道 1174号 

北海道道 840号 野束清住線 

北海道道 841号 桜川線 

北海道道 842号 大峯双葉線 

北海道道 843号 宿野辺保養基地線 

北海道道 844号 祝津西小路中央線 

北海道道 845号 芽生貫気別線 

（欠番）  旧：西川田原線→道道 1025号 

北海道道 847号 三岩日高線 
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北海道道 848号 鷹栖江丹別線 

北海道道 849号 日東東雲線 

北海道道 850号 瑞生下士別線 

北海道道 851号 上富良野中富良野線 

（欠番）  旧：恩根内停車場線→道道 118号 

北海道道 853号 田代港町線 

北海道道 854号 清川線 

北海道道 855号 六志内西雄信内線 

北海道道 856号 本泊利尻空港線 

北海道道 857号 江南清里停車場線 

北海道道 858号 キムアネップ岬浜佐呂間線 

北海道道 859号 旭山線 

北海道道 860号 釧路西港線 

（欠番）  旧：深山釧路線→道道 142号 

（欠番）  旧：昆布森尾幌線→142号 

北海道道 863号 川北茶志骨線 

北海道道 864号 大麻東雁来線 

北海道道 865号 樽川篠路線 

北海道道 866号 東浜焼尻港線 

北海道道 867号 達布石狩沼田停車場線 

（欠番）  旧：幌内本沢三笠停車場線→道道 1129号 

（欠番）  旧：幌向原野東光線→道道 1056号 

北海道道 870号 幌内三川停車場線 

（欠番）  旧：白川美唄線→道道 1098号 

北海道道 872号 支笏湖公園自転車道線 

北海道道 873号 小向元紋別線 

北海道道 874号 朝日桜丘線 

北海道道 875号 多度志一已線 

（欠番）  旧：石山公園線→道道 1027号 

北海道道 877号 学田前田線 

北海道道 878号 光台種川線 

北海道道 879号 米原古川線 

北海道道 880号 上音標音標線 

北海道道 881号 ホロカヤントー線 

北海道道 882号 利別牛首別線 

北海道道 883号 宇津沢木線 

（欠番）  旧：上尾幌太田線→道道 1128号 

北海道道 885号 養老牛虹別線 

北海道道 886号 知来東線 

北海道道 887号 中原金沢線 

北海道道 888号 東陽多寄線 

北海道道 889号 上猿払清浜線 

（欠番）  苫小牧東インター線を 91号に改番 

（欠番）  斜里停車場線を 92号に改番 

（欠番）  知床公園線を 93号に改番 

（欠番）  増毛稲田線を 94号に改番 

（欠番）  京極定山渓線を 95号に改番 

（欠番）  旧：倶知安赤井川線→国道 393号 

（欠番）  旧：古平積丹神恵内線→国道 229号 

（欠番）  上磯峠下線を 96号に改番 

（欠番）  豊浦京極線を 97号に改番 

（欠番）  旭川多度志線を 98号に改番 

（欠番）  和寒鷹栖線を 99号に改番 

（欠番）  函館上磯線を 100号に改番 

（欠番）  下川愛別線を 101号に改番 

（欠番）  網走川湯線を 102号に改番 

（欠番）  留辺蘂浜佐呂間線を 103号に改番 

（欠番）  網走端野線を 104号に改番 

（欠番）  旧：音更鹿追線→道道 133号 

（欠番）  旧：夕張芦別線→国道 452号 

（欠番）  利尻富士利尻線を 105号に改番 

（欠番）  稚内天塩線を 106号に改番 

（欠番）  室蘭環状線を 107号に改番 

北海道道 911号 大津旅来線 

北海道道 912号 大津長節線 

北海道道 913号 野塚婦美線 

北海道道 914号 新富神里線 

北海道道 915号 共和嵐山線 

北海道道 916号 湯内内園線 

北海道道 917号 岩見沢桂沢線 

（欠番）  沓形仙法志鴛泊線を 108号に改番 

北海道道 919号 中央東線 

北海道道 920号 幌内湯内線 

北海道道 921号 開発峰延線 

北海道道 922号 立香南久保内線 

北海道道 923号 メナシベツ豊富線 

北海道道 924号 富野軽舞線 

北海道道 925号 武徳下士別線 

北海道道 926号 礼文空港線 

（欠番）  新帯広空港線を 109号に改番 

北海道道 928号 上風連中西別線 

北海道道 929号 中春別床丹線 

北海道道 930号 上風連奥行線 

（欠番）  旧：古多糠川北線→道道 1145号 

北海道道 932号 上渚滑原野上渚滑線 

北海道道 933号 北進平取線 

北海道道 934号 相生蘭越線 

北海道道 935号 小黒部鰔川線 

北海道道 936号 丹羽今金線 

北海道道 937号 上雨紛台場線 

北海道道 938号 伊文政和線 

北海道道 939号 日進名寄線 

北海道道 940号 東川旭川線 

（欠番）  旧：比布当麻旭川線→道道 140号 

北海道道 942号 東鷹栖永山線 

北海道道 943号 北見環状線 

北海道道 944号 神威小清水線 

北海道道 945号 豊里中斜里停車場線 

北海道道 946号 向陽清里停車場線 

北海道道 947号 留真線 

（欠番）  旧：幾千瀬吉野線→道道 1146号 

北海道道 949号 オンネトー線 

北海道道 950号 野付風蓮公園線 

北海道道 951号 泉川線 

北海道道 952号 山花鶴丘線 

北海道道 953号 別当賀酪陽線 

（欠番）  旧：厚岸浜中線→道道 123号 

北海道道 955号 床潭筑紫恋線 

北海道道 956号 小樽環状線 

北海道道 957号 大成西春別線 

北海道道 958号 大椴線 

北海道道 959号 シラルトロ湖線 

北海道道 960号 宝水岩見沢線 

北海道道 961号 富武士佐呂間線 

北海道道 962号 愛国停車場古舞線 

（欠番）  江別インター線を 110号に改番 

北海道道 964号 板谷蕗ノ台線 

（欠番）  旧：当麻愛別線→道道 140号 

北海道道 966号 十勝岳温泉美瑛線 

北海道道 967号 馬追原野北信濃線 

（欠番）  旧：ニニウ夕張線→道道 136号 

北海道道 969号 大野大中山線 

北海道道 970号 蛾眉野原木線 

北海道道 971号 旭温泉旭線 

北海道道 972号 浜里下沼線 

北海道道 973号 北清水清水線 

北海道道 974号 東台留真線 

北海道道 975号 開陽川北線 

北海道道 976号 西風連士別線 

北海道道 977号 十勝川温泉帯広自転車道線 

北海道道 978号 野花南芦別線 

北海道道 979号 開発茶志内線 

北海道道 980号 臼尻豊崎線 

北海道道 981号 上長和萩原線 

北海道道 982号 伊達紋別停車場線 
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北海道道 983号 米原田浦線 

北海道道 984号 温根別ビバカルウシ線 

北海道道 985号 山部北の峰線 

北海道道 986号 置戸訓子府北見線 

北海道道 987号 豊似広尾線 

北海道道 988号 貰人姉別原野線 

北海道道 989号 豊里歯舞線 

北海道道 990号 深川砂川自転車道線 

（欠番）  静内中札内線を 111号に改番 

北海道道 992号 静内停車場線 

（欠番）  札幌当別線を 112号に改番 

北海道道 994号 中春別俵橋線 

北海道道 995号 東藻琴豊富線 

北海道道 996号 上渚滑原野滝ノ上線 

（欠番）  旧：落石厚床線→道道 142号 

北海道道 998号 古平神恵内線 

北海道道 999号 美利河二股自然休養村線 

北海道道 1000号 富士川上線 

北海道道 1001号 北光置戸線 

北海道道 1002号 光地園尾田線 

北海道道 1003号 遠野別保線 

（欠番）  釧路環状線を 113号に改番 

北海道道 1005号 野幌総合運動公園線 

北海道道 1006号 達布小平町線 

北海道道 1007号 恵比島旭町線 

北海道道 1008号 夕張長沼線 

北海道道 1009号 長沼南幌線 

北海道道 1010号 能取三眺線 

（欠番）  赤平奈井江線を 114号に改番 

（欠番）  芦別砂川線を 115号に改番 

（欠番）  岩見沢三笠線を 116号に改番 

（欠番）  恵庭岳公園線を 117号に改番 

（欠番）  美深中川線を 118号に改番 

（欠番）  遠別中川線を 119号に改番 

（欠番）  美深中頓別線を 120号に改番 

（欠番）  稚内幌延線を 121号に改番 

（欠番）  北見端野美幌線を 122号に改番 

（欠番）  別海厚岸線を 123号に改番 

北海道道 1021号 恵庭停車場線 

北海道道 1022号 仁木赤井川線 

北海道道 1023号 上徳志別乙忠部線 

北海道道 1024号 川向端野線 

北海道道 1025号 静内浦河線 

北海道道 1026号 新冠平取線 

北海道道 1027号 砂川歌志内線 

北海道道 1028号 森砂原線 

北海道道 1029号 花浦内浦線 

北海道道 1030号 石勝高原幾寅線 

北海道道 1031号 神居岩総合公園線 

北海道道 1032号 遠軽安国線 

北海道道 1033号 土佐東浜線 

（欠番）  旧：中標津斜里線→150号 

（欠番）  旧：裏摩周線→150号 

（欠番）  旧：帯広環状線→道 151号 

北海道道 1037号 広尾大樹線 

北海道道 1038号 直別共栄線 

北海道道 1039号 霧多布岬線 

北海道道 1040号 弟子屈熊牛原野線 

（欠番）  宮の沢北一条線を 124号に改番 

（欠番）  前田新川線を 125号に改番に改番 

（欠番）  小平幌加内線を 126号 

（欠番）  旧：遠軽滝上線→道道 137号 

北海道道 1045号 千歳白老線 

北海道道 1046号 鵡川厚真線 

（欠番）  旧：静川柏原線→道道 129号 

北海道道 1048号 留萌小平線 

北海道道 1049号 苫前小平線 

北海道道 1050号 常元中里線 

北海道道 1051号 湧洞線 

北海道道 1052号 クチョロ原野線 

北海道道 1053号 真駒内茨戸東雁来自転車道線 

（欠番）  旧：白糠足寄線→道道 143号 

北海道道 1055号 紋別興部線 

北海道道 1056号 江別長沼線 

北海道道 1057号 稀府停車場線 

（欠番）  室蘭インター線を 127号に改番 

北海道道 1059号 稚内空港線 

北海道道 1060号 クチョロ原野塘路線 

北海道道 1061号 旭岱鳥山線 

北海道道 1062号 力昼九重線 

北海道道 1063号 小川古丹別線 

北海道道 1064号 友知牧之内線 

北海道道 1065号 夕張厚真線 

北海道道 1066号 石狩湾新港線 

北海道道 1067号 七重浜停車場線 

北海道道 1068号 留萌北竜線 

北海道道 1069号 ウエンナイ幌内保線 

北海道道 1070号 上武利丸瀬布線 

北海道道 1071号 音調津陣屋線 

（欠番）  旧：旭川美瑛芦別線→国道 452号 

（欠番）  旧：落合新得線→道道 136号 

北海道道 1074号 頓別港線 

北海道道 1075号 新得停車場線 

北海道道 1076号 利尻富士利尻自転車道線 

北海道道 1077号 稚内猿払線 

（欠番）  旧：雄武西興部線→道道 137号 

（欠番）  札幌北広島環状線を 128号に改番 

北海道道 1081号 東室蘭停車場線 

（欠番）  静川美沢線を 129号に改番 

北海道道 1083号 網走港線 

北海道道 1084号 帯広の森公園線 

北海道道 1085号 新内線 

北海道道 1086号 増毛当別線 

北海道道 1087号 網走常呂自転車道線 

北海道道 1088号 然別峡線 

北海道道 1089号 猿払鬼志別線 

（欠番）  新千歳空港線を 130号に改番 

北海道道 1091号 泉沢新千歳空港線 

北海道道 1092号 栄町温泉線 

北海道道 1093号 阿寒公園鶴居線 

（欠番）  平取穂別線を 131号に改番 

（欠番）  洞爺公園洞爺線を 132号に改番 

（欠番）  音更新得線を 133号に改番 

（欠番）  本別士幌線を 134号に改番 

（欠番）  美唄富良野線を 135号に改番 

（欠番）  夕張新得線を 136号に改番 

（欠番）  遠軽雄武線を 137号に改番 

（欠番）  豊富猿払線を 138号に改番 

（欠番）  江別奈井江線を 139号に改番 

（欠番）  愛別当麻旭川線を 140号に改番 

（欠番）  樽前錦岡線を 141号に改番 

（欠番）  根室浜中釧路線を 142号に改番 

（欠番）  北見白糠線を 143号に改番 

（欠番）  登別室蘭インター線を 144号に改番 

（欠番）  伊達インター線を 145号に改番 

（欠番）  旭川鷹栖インター線を 146号に改番 

（欠番）  銭函インター線を 147号に改番 

（欠番）  釧路インター線を 148号に改番 

（欠番）  大沼インター線を 149号に改番 

（欠番）  摩周湖中標津線を 150号に改番 

（欠番）  幕別帯広芽室線を 151号に改番 

北海道道 1115号 摩周湖斜里線 

北海道道 1116号 富良野上川線 

北海道道 1117号 落合停車場線 

北海道道 1118号 兜沼停車場線 
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北海道道 1119号 稚内豊富線 

北海道道 1120号 浜鬼志別港線 

北海道道 1121号 月形幌向線 

北海道道 1122号 当麻比布線 

北海道道 1123号 落石港線 

北海道道 1124号 近文停車場緑町線 

北海道道 1125号 嵐山公園線 

北海道道 1126号 銭函停車場線 

北海道道 1127号 初田牛厚床線 

北海道道 1128号 厚岸昆布森線 

北海道道 1129号 三笠栗沢線 

北海道道 1130号 砂川奈井江美唄線 

北海道道 1131号 美唄停車場線 

北海道道 1132号 函館臨空工業団地線 

北海道道 1133号 宗谷ふれあい公園線 

北海道道 1134号 当麻上川線 

北海道道 1135号 浜中元川線 

北海道道 1136号 旭川層雲峡自転車道線 

北海道道 1137号 丘珠空港東線 

北海道道 1138号 厚別平岡線 

北海道道 1139号 栗沢工業団地大和線 

北海道道 1140号 美唄三笠線 

北海道道 1141号 長万部公園線 

北海道道 1142号 えりも浦河線 

北海道道 1143号 比布インター線 

北海道道 1144号 士幌上士幌線 

北海道道 1145号 薫別川北線 

北海道道 1146号 瀬多来吉野線 

北海道道 1147号 大曲工業団地美しが丘線 

北海道道 1148号 札幌恵庭自転車道線 

北海道道 1149号 南千歳停車場線 

北海道道 1150号 旭川北インター線 

北海道道 1151号 新紋別空港線 

北海道道 1152号 芽室帯広インター線 

北海道道 1153号 帯広川西インター線 

北海道道 1154号 本別インター線 

北海道道 1155号 落部インター線 

北海道道 1156号 森インター線 

北海道道 1157号 幸福インター線 

北海道道 1158号 米岡奥尻空港線 

北海道道 1159号 美唄浦臼線 

北海道道 1160号 旭川旭岳温泉線 

北海道道 1161号 士別剣淵インター線 

北海道道 1162号 銀泉台線 

北海道道 1163号 丸瀬布インター線 

北海道道 1164号 北斗追分インター線 

北海道道 1165号 むかわ穂別インター線 

北海道道 1166号 中札内インター線 

北海道道 1167号 北斗茂辺地インター線 

北海道道 1168号 女満別空港インター線 

北海道道 1169号 愛別インター線 

北海道道 1170号 トマムインター線 

北海道道 1171号 上川層雲峡インター線 

北海道道 1172号 占冠インター線 

北海道道 1173号 小樽西インター線 

北海道道 1174号 発足前田線 

北海道道 1175号 新千歳空港インター線 

北海道道 1176号 新函館北斗停車場七飯線路線名変更 

北海道道 1177号 函館空港インター線 

北海道道 1178号 泊共和線 
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R02:青森県道一覧 

  
青森県道 1号 八戸階上線 

     （旧・八戸港線・榊八戸線・階上停車場線） 

青森県道 2号 屏風山内真部線 

青森県道 3号 弘前岳鰺ケ沢線 

青森県道 4号 むつ恐山公園大畑線 

青森県道 5号 野辺地六ケ所線 

青森県道 6号 むつ尻屋崎線 

青森県道 7号 むつ東通線 

青森県道 8号 八戸野辺地線  （第二みちのく有料道路も含む） 

青森県道 9号 夏泊公園線 

青森県道 10号 三沢十和田線 

青森県道 11号 八戸大野線（岩手県道と共通） 

青森県道 12号 鰺ケ沢蟹田線 

青森県道 13号 大鰐浪岡線 

青森県道 14号 今別蟹田線 

青森県道 15号 橋向五戸線 

青森県道 16号 青森停車場線 

青森県道 17号 弘前停車場線 

青森県道 18号 青森港線 

青森県道 19号 八戸百石線（産業道路） 

青森県道 20号 八戸三沢線 

青森県道 21号 田子十和田湖線 

青森県道 22号 三沢七戸線 

青森県道 23号 本八戸停車場線 

青森県道 24号 横浜六ケ所線 

青森県道 25号 東北横浜線 

青森県道 26号 青森五所川原線 

青森県道 27号 青森浪岡線（青森空港有料道路も含む） 

青森県道 28号 岩崎西目屋弘前線 

青森県道 29号 八戸環状線 

青森県道 30号 岩木山環状線 

青森県道 31号 弘前鯵ケ沢線 

青森県道 32号 二戸田子線（岩手県道と共通） 

青森県道 33号 軽米名川線（岩手県道と共通） 

青森県道 34号 五所川原浪岡線 

青森県道 35号 五所川原岩木線 

青森県道 36号 五所川原金木線 

青森県道 37号 弘前柏線 

青森県道 38号 五所川原黒石線 

青森県道 39号 長平町森田線 

青森県道 40号 青森田代十和田線 

        （八甲田十和田ゴールドライン） 

青森県道 41号 弘前環状線 

青森県道 42号 名川階上線 

青森県道 43号 五所川原車力線 

青森県道 44号 青森環状野内線 

青森県道 45号 十和田三戸線 

青森県道 46号 川内佐井線 

青森県道 47号 青森東インター線 

（欠番） 48-100 

青森県道 101号 金木停車場線 

青森県道 102号 大沢内停車場線 

青森県道 103号 津軽中里停車場線（旧国道 339号） 

青森県道 104号 館田停車場線 

青森県道 105号 平賀停車場本町線 

青森県道 106号 尾上停車場線 

青森県道 107号 嘉瀬停車場線 

青森県道 108号 野辺地港線 

青森県道 109号 弘前平賀線 

青森県道 110号 黒石藤崎線 

青森県道 111号 権現崎線 

青森県道 112号 八幡宮線 

青森県道 113号 五戸六戸線（旧国道 4号・旧県道 15号） 
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青森県道 114号 菰槌木造線 

青森県道 115号 川除木造線 

青森県道 116号 金屋尾上線 

青森県道 117号 尾上日沼線 

青森県道 118号 七戸十和田湖線 

青森県道 119号 五戸下田停車場線 

青森県道 120号 荒川青森停車場線 

     （青森中央大橋は以前有料道路） 

青森県道 121号 七戸上北停車場線 

青森県道 122号 酸ケ湯高田線 

青森県道 123号 清水川滝沢野内線 

青森県道 124号 駒込筒井線 

青森県道 125号 小友板柳停車場線 

青森県道 126号 久渡寺新寺町線 

青森県道 127号 石川土手町線 

青森県道 128号 松木平撫牛子停車場線 

青森県道 129号 関ケ平五代線 

青森県道 130号 桔梗野富田線 

青森県道 131号 前坂藤崎線 

青森県道 132号 十腰内陸奥森田停車場線 

青森県道 133号 鬼沢種市線 

青森県道 134号 櫛引上名久井三戸線 

青森県道 135号 吹上金屋黒石線 

青森県道 136号 常盤新山線 

青森県道 137号 七ツ館板柳線 

青森県道 138号 島守八戸線 

青森県道 139号 差波新井田線 

青森県道 140号 下田停車場線 

青森県道 141号 市川下田停車場線 

青森県道 142号 倉石五戸線 

青森県道 143号 南部田子線 

青森県道 144号 平賀門外線 

青森県道 145号 戸来十和田線（旧国道 4号） 

青森県道 146号 浪岡北中野黒石線 

青森県道 147号 増館堂野前線 

青森県道 148号 畑中竹鼻線 

青森県道 149号 目時停車場線 

      （旧東北本線跡。青森県道最南端路線） 

青森県道 150号 持子沢鶴田線 

青森県道 151号 蒔田五所川原線 

青森県道 152号 三戸停車場線 

青森県道 153号 山田鶴田線 

青森県道 154号 妙堂崎五所川原線 

青森県道 155号 剣吉停車場線 

青森県道 156号 福山五所川原線 

青森県道 157号 松野木姥萢線 

青森県道 158号 胡桃舘鶴田線 

青森県道 159号 大泉姥萢線 

青森県道 160号 羽野木沢梅田線 

青森県道 161号 豊川館岡線 

青森県道 162号 再賀木造線 

青森県道 163号 沖飯詰五所川原線 

青森県道 164号 林五所川原線 

青森県道 165号 上野十和田線 

青森県道 166号 中ノ渡十和田線（旧国道 102号） 

青森県道 167号 陸奥市川停車場線 

青森県道 168号 切田五戸線 

青森県道 169号 立崎洞内線 

青森県道 170号 天ケ森三沢線 

青森県道 171号 向山停車場六戸線 

青森県道 172号 尻労袰部線 

青森県道 173号 乙供停車場中野線 

青森県道 174号 長坂大湊線 

青森県道 175号 九艘泊脇野沢線 

青森県道 176号 赤川下北停車場線（旧国道 279号） 

青森県道 177号 海老川新町線 

青森県道 178号 野辺地停車場線（旧国道 4号） 

青森県道 179号 泊陸奥横浜停車場線（冬期閉鎖区間あり） 

青森県道 180号 尾駮有戸停車場線 

青森県道 181号 道前浄法寺線（岩手県道と共通） 

青森県道 182号 野々上斗内線（岩手県道と共通） 

青森県道 183号 富野大沢内線 

青森県道 184号 下派立沼崎線 

青森県道 185号 出来島丸山線 

青森県道 186号 桑野木田南広森線 

青森県道 187号 越水木造線 

青森県道 188号 福原陸奥森田停車場線 

青森県道 189号 富萢薄市線（つがる市-外ヶ浜町蟹田地区間の最

短経路） 

青森県道 190号 松代町陸奥赤石停車場線 

青森県道 191号 種里町柳田線 

青森県道 192号 岩崎深浦線 

青森県道 193号 艫作艫作停車場線 

青森県道 194号 沢辺陸奥沢辺停車場線 

青森県道 195号 喜良市嘉瀬停車場線 

青森県道 196号 五林平藤崎線 

青森県道 197号 神原中里線 

青森県道 198号 大鰐停車場線 

青森県道 199号 太田藤崎線 

青森県道 200号 米山菖蒲川線 

青森県道 201号 蔵館大鰐線 

青森県道 202号 碇ケ関大鰐停車場線 

青森県道 203号 常海橋銀線 

青森県道 204号 相馬常盤野線 

青森県道 205号 町居平賀停車場線 

青森県道 206号 西平内停車場線 

青森県道 207号 小豆沢西平内停車場線 

青森県道 208号 野辺地野辺地停車場線（旧国道 4号） 

青森県道 209号 狩場沢停車場線 

青森県道 210号 清水川停車場線 

青森県道 211号 折茂上北町停車場線 

青森県道 212号 米田六戸線 

青森県道 213号 柳町下田停車場線 

青森県道 214号 苫米地兎内線 

青森県道 215号 小湊停車場線 

青森県道 216号 戸来岳貝守線 

青森県道 217号 貝守斗内線 

青森県道 218号 栃棚手倉橋線 

青森県道 219号 水喰上北町停車場線 

青森県道 220号 石無坂鹿田線 

青森県道 221号 鳥屋部十日市線 

青森県道 222号 赤石沖田面線 

青森県道 223号 福田苫米地線 

青森県道 224号 高瀬諏訪平停車場線 

青森県道 225号 中野北高岩停車場線 

青森県道 226号 酸ケ湯黒石線（通行不能区間あり、冬期閉鎖） 

青森県道 227号 名久井岳公園線 

青森県道 228号 高山稲荷神社線 

青森県道 229号 津軽新城停車場線 

青森県道 230号 三厩停車場線 

青森県道 231号 大釈迦停車場線（旧国道 101号） 

青森県道 232号 大畑港線 

青森県道 233号 浅水南部線（旧国道 4号・旧陸羽街道） 

青森県道 234号 津軽新城停車場油川線（羽州街道） 

青森県道 235号 浪岡停車場線 

青森県道 236号 石川停車場線 

青森県道 237号 碇ケ関停車場線 

青森県道 238号 蟹田停車場線 

青森県道 239号 藤崎停車場線 

青森県道 240号 鶴泊停車場線 

青森県道 241号 木造停車場線 

青森県道 242号 後平青森線（未舗装区間及び冬期閉鎖区間あり） 

青森県道 243号 馬門野辺地線（旧国道 4号） 

青森県道 244号 (欠番) 

青森県道 245号 稲盛千代町山田線（旧国道 101号） 
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青森県道 246号 水喰野辺地線 

青森県道 247号 鶴ケ坂千刈線（旧国道 7号） 

青森県道 248号 尻労小田野沢線 

青森県道 249号 鶴泊停車場胡桃館線 

青森県道 250号 陸奥鶴田停車場線 

青森県道 251号 妙売市線（旧国道 45号、一方通行区間あり） 

青森県道 252号 五所川原停車場線 

青森県道 253号 長後川内線（冬期閉鎖区間あり） 

青森県道 254号 大町三沢線 

青森県道 255号 川部停車場線 

青森県道 256号 青森十和田湖自転車道線 

青森県道 257号 後平馬屋尻線 

     （みちのく有料道路。旧・天間舘馬屋尻線） 

青森県道 258号 三戸南部線（旧国道 4号） 

青森県道 259号 久栗坂造道線（旧国道 4号） 

青森県道 260号 石川百田線（旧国道 7号） 

青森県道 261号 鳴沢停車場線 

青森県道 262号 鳴沢停車場南浮田線 

青森県道 263号 鰺ケ沢停車場線（旧国道 101号） 

青森県道 264号 松神停車場線 

青森県道 265号 鶴田五所川原自転車道線 

青森県道 266号 関根蒲野沢線 

青森県道 267号 山田鰺ケ沢線（旧国道 101号） 

青森県道 268号 弘前田舎館黒石線（旧国道 102号） 

青森県道 269号 増田浅虫線（旧国道 4号、冬期閉鎖区間あり） 

青森県道 270号 黒石停車場線 

青森県道 271号 赤川停車場線 

青森県道 272号 下北停車場線 

青森県道 273号 田名部停車場線 

青森県道 274号 陸奥関根停車場線 

青森県道 275号 川代停車場線 

青森県道 276号 大俵板柳停車場線 

青森県道 277号 正津川停車場線 

青森県道 278号 大畑停車場線 

青森県道 279号 津軽飯詰停車場線 

青森県道 280号 十二湖公園線 

青森県道 281号 三厩停車場竜飛崎線（旧国道 339号） 

青森県道 282号 小国本町線（十和田湖-平川市中心部間） 

青森県道 283号 百石下田線 

青森県道 284号 薬研佐井線（冬期閉鎖区間及び未舗装区間あり） 

青森県道 285号 浪岡藤崎線（旧国道 7号） 

青森県道 286号 三厩小泊線（冬期閉鎖区間あり） 

青森県道 287号 奥津軽いまべつ停車場線[1] 

（欠番）  288-316 

青森県道 317号 西目屋二ツ井線（秋田県道と共通

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R03:岩手県道一覧 
  

岩手県道 1号 盛岡横手線 国道 46号、秋田県道と共通 

岩手県道 2号 盛岡停車場線    旧国道 4号 

岩手県道 3号 一関停車場線  

岩手県道 4号 釜石港線       旧国道 45号 

岩手県道 5号 一戸山形線  

岩手県道 6号 二戸五日市線    旧・二戸安代線 

岩手県道 7号 久慈岩泉線  

岩手県道 8号 水沢米里線     旧・水沢人首住田線 

岩手県道 9号 大船渡綾里三陸線     旧国道 45号 

岩手県道 10号 江刺室根線  

岩手県道 11号 八戸大野線     青森県道と共通 

岩手県道 12号 花巻大曲線  

      秋田県道と共通、通称「銀河なめとこライン」 

岩手県道 13号 盛岡和賀線  

岩手県道 14号 一関北上線  

岩手県道 15号 一戸葛巻線  

岩手県道 16号 盛岡環状線  

岩手県道 17号 岩手平舘線  

岩手県道 18号 本吉室根線     宮城県道と共通 

岩手県道 19号 一関大東線  

岩手県道 20号 軽米種市線  

岩手県道 21号 花泉藤沢線  

岩手県道 22号 軽米九戸線  

岩手県道 23号 大更八幡平線  

   秋田県道と共通、通称「八幡平アスピーテライン」 

岩手県道 24号 二戸九戸線  

岩手県道 25号 紫波江繋線     旧・紫波川井線 

岩手県道 26号 大槌小国線     旧・大槌川井線 

岩手県道 27号 江刺東和線  

岩手県道 28号 花巻北上線  

岩手県道 29号 野田山形線  

岩手県道 30号 葛巻日影線     旧・葛巻安代線 

岩手県道 31号 平泉厳美渓線  

岩手県道 32号 二戸田子線     青森県道と共通 

岩手県道 33号 軽米名川線     青森県道と共通 

岩手県道 34号 気仙沼陸前高田線   宮城県道と共通 

岩手県道 35号 釜石遠野線   

岩手県道 36号 上米内湯沢線     盛岡南インター道路 

岩手県道 37号 花巻平泉線      岩手県道最長路線 

岩手県道 38号 大船渡広田陸前高田線   

岩手県道 39号 北上東和線   

岩手県道 40号 宮古岩泉線   

岩手県道 41号 重茂半島線   

岩手県道 42号 戸呂町軽米線   

岩手県道 43号 盛岡大迫東和線   

岩手県道 44号 岩泉平井賀普代線   

岩手県道 45号 柏台松尾線   松尾八幡平インター道路 

岩手県道 46号 紫波インター線   

岩手県道 47号 北上西インター線   

岩手県道 48号 弥栄金成線     宮城県道と共通 

岩手県道 49号 栗駒平泉線     宮城県道と共通 

岩手県道 50号 北上金ケ崎インター線  

（欠番）  51-99 

岩手県道 101号 小鳥谷停車場線       旧国道 4号 

岩手県道 102号 石鳥谷大迫線  

岩手県道 103号 花巻和賀線  

岩手県道 104号 沖田渋民線  

岩手県道 105号 猿沢東山線  

岩手県道 106号 前沢東山線  

岩手県道 107号 矢越停車場線  

岩手県道 108号 江刺金ケ崎線  

岩手県道 109号 石鳥谷花巻温泉線  

岩手県道 110号 平泉停車場中尊寺線   旧国道 4号 

岩手県道 111号 日詰停車場線  

岩手県道 112号 北上停車場線  

岩手県道 113号 水沢停車場線    旧国道 4号 

岩手県道 114号 二戸停車場線    旧・二戸安代線 

岩手県道 115号 茂市停車場線      旧国道340号 

岩手県道 116号 （欠番）   

岩手県道 117号 石鳥谷停車場線   

岩手県道 118号 ほっとゆだ停車場線 旧・陸中川尻停車場線 

岩手県道 119号 仙北町停車場線   

岩手県道 120号 不動盛岡線   

   県道 36号・国道 4号・県道 16号とそれぞれ重複 

岩手県道 121号 遠野停車場線   

岩手県道 122号 夏油温泉江釣子線   

岩手県道 123号 （欠番）花巻温泉郷線   
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岩手県道 124号 久慈停車場線   

岩手県道 125号 陸中夏井停車場線   

岩手県道 126号 田山停車場線   

岩手県道 127号 荒屋新町停車場線   

岩手県道 128号 厨川停車場線   

岩手県道 129号 好摩停車場線  

      県道 301号渋民田頭線と重複 

岩手県道 130号 大釜停車場線    旧・盛岡環状線 

岩手県道 131号 小岩井停車場線  

岩手県道 132号 上盛岡停車場線  

岩手県道 133号 ゆだ錦秋湖停車場線 

        旧・陸中大石停車場線 

岩手県道 134号 山目停車場線  

岩手県道 135号 摺沢停車場線  

岩手県道 136号 折壁停車場線  

岩手県道 137号 金ケ崎停車場線  

岩手県道 138号 宮古停車場線  

岩手県道 139号 陸中中野停車場線     旧国道 45号 

岩手県道 140号 新月停車場線  

岩手県道 141号 陸前高田停車場線     旧国道 45号 

岩手県道 142号 川内停車場線      旧国道106号 

岩手県道 143号 陸中川井停車場線  

岩手県道 144号 六原停車場線  

岩手県道 145号 大槌停車場線  

岩手県道 146号 鵜住居停車場線  

岩手県道 147号 陸中山田停車場線  

岩手県道 148号 和賀仙人停車場線  

岩手県道 149号 侍浜停車場線  

岩手県道 150号 種市停車場線  

岩手県道 151号 村崎野停車場線  

岩手県道 152号 古舘停車場線  

岩手県道 153号 侍浜停車場阿子木線 旧・侍浜停車場二ツ屋線 

岩手県道 154号 江釣子停車場線  

（欠番）  旧藤沢大籠線  

岩手県道 156号 岩明岩谷堂線  

岩手県道 157号 岩手川口停車場線   旧国道 4号 

岩手県道 158号 藪川川口線  

岩手県道 159号 久田笹長根線  

岩手県道 160号 土淵達曽部線  

岩手県道 161号 達曽部下宮守線  

岩手県道 162号 紫波雫石線  

岩手県道 163号 津軽石停車場線  

岩手県道 164号 明戸八木線  

（欠番）  岩崎藤根線  

（欠番）  藤根停車場線 、 

岩手県道 167号 釜石住田線  

岩手県道 168号 薄衣舞川線  

岩手県道 169号 渋民川又線  

岩手県道 170号 松草停車場線    旧国道 106号 

岩手県道 171号 大川松草線  

岩手県道 172号 盛岡鶯宿温泉線  

岩手県道 173号 田野畑岩泉線    旧・姫松岩泉線 

岩手県道 174号 小友米里線  

岩手県道 175号 陸中折居停車場線  

（欠番）  供養塚折居線  

岩手県道 177号 有芸田老線  

岩手県道 178号 下宮守田瀬線  

岩手県道 179号 玉里梁川線  

岩手県道 180号 上有住日頃市線  

岩手県道 181号 道前浄法寺線    青森県道と共通 

岩手県道 182号 野々上斗内線    青森県道と共通 

岩手県道 183号 若柳花泉線     宮城県道と共通 

岩手県道 184号 石越停車場白崖線   宮城県道と共通 

岩手県道 185号 有壁若柳線 宮城県道と共通 

         通称「若柳街道」 

岩手県道 186号 油島栗駒線     宮城県道と共通 

岩手県道 187号 大門有壁線     宮城県道と共通 

岩手県道 188号 綱木黄海線     宮城県道と共通 

岩手県道 189号 東和薄衣線     宮城県道と共通 

岩手県道 190号 石森永井線  

      宮城県道と共通、岩手県道最南端路線 

岩手県道 191号 大更停車場線     旧国道 282号 

岩手県道 192号 後藤野野中線  

岩手県道 193号 唐丹日頃市線  

岩手県道 194号 西山生保内線    秋田県道と共通 

岩手県道 195号 田山花輪線    秋田県道と共通、旧国道 282号 

岩手県道 196号 胆沢金ケ崎線   

岩手県道 197号 田原折居線   

岩手県道 198号 志和石鳥谷線   

（欠番）  大更好摩線   

岩手県道 200号 花輪千徳線   

岩手県道 201号 千徳停車場線   

岩手県道 202号 普代小屋瀬線   

岩手県道 203号 奥中山停車場線   

岩手県道 204号 大志田停車場線   大志田駅は廃駅 

岩手県道 205号 不動矢巾停車場線   

岩手県道 206号 相川平泉線   

岩手県道 207号 矢巾停車場線   

岩手県道 208号 大ケ生徳田線  

       県道 502号盛岡矢巾自転車道線重複 

岩手県道 209号 崎浜港線   

岩手県道 210号 一戸浄法寺線   

岩手県道 211号 雫石停車場線      旧国道 46号 

岩手県道 212号 雫石東八幡平線   

岩手県道 213号 花巻空港停車場線 

         旧・二枚橋停車場線 

岩手県道 214号 羽黒堂二枚橋線   

岩手県道 215号 湯川温泉線   

岩手県道 216号 八木港線   

岩手県道 217号 野田港線       旧国道 45号 

岩手県道 218号 藤沢津谷川線   

岩手県道 219号 網張温泉線     旧・小岩井有料道路 

岩手県道 220号 氏子橋夕顔瀬線    旧国道 4号 

岩手県道 221号 岩泉停車場線   JR岩泉線は廃線 

岩手県道 222号 土沢停車場線   

岩手県道 223号 盛岡滝沢線   

岩手県道 224号 八重畑小山田線   

岩手県道 225号 北上和賀線   

岩手県道 226号 佐倉河真城線    旧国道 4号 

岩手県道 227号 田代平西根線    旧津軽街道 

岩手県道 228号 佐比内彦部線      旧国道396号 

岩手県道 229号 長部漁港線       旧国道 45号 

岩手県道 230号 丸森権現堂線      旧国道 45号 

岩手県道 231号 吉里吉里釜石線      旧国道 45号 

（欠番）  

岩手県道 233号 焼走り線  

岩手県道 234号 花巻雫石線  

（欠番）  

岩手県道 236号 衣川水沢線  

 

岩手県道 237号 長坂束稲前沢線 

岩手県道 238号 遠野住田線       旧国道283号 

岩手県道 239号 白崖弥栄線  

岩手県道 240号 本郷五串線  

岩手県道 241号 上斗米金田一線  

岩手県道 242号 水海大渡線       旧国道 45号 

岩手県道 243号 新城馬口沢線    旧国道 4号 

岩手県道 244号 金田一温泉線    旧国道 4号 

岩手県道 245号 南笹間黒沢尻線   

岩手県道 246号 世田米矢作線   

岩手県道 247号 角ノ浜玉川線     旧国道 45号 

岩手県道 248号 浄土ケ浜線 旧・浄土ヶ浜有料道路  

岩手県道 249号 桜峠平田線      旧国道 45号 

岩手県道 250号 吉浜上荒川線     旧国道 45号 

岩手県道 251号 玉里水沢線   
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岩手県道 252号 清水野村崎野線   

岩手県道 253号 元木江刈内線     旧国道 281号 

岩手県道 254号 相去飯豊線     旧国道 4号 

岩手県道 255号 広瀬三ケ尻線   

岩手県道 256号 野々上下斗米線   

岩手県道 257号 岩手大更線     旧・岩手西根線 

 

岩手県道 258号 繋温泉線  

       県道 502号盛岡矢巾自転車道線重複 

岩手県道 259号 崎山宮古線       旧国道 45号 

岩手県道 260号 一関平泉線     旧国道 4号 

岩手県道 261号 中里堀切線  

岩手県道 262号 沖田田原線  

岩手県道 263号 折壁大原線  

岩手県道 264号 二戸軽米線  

岩手県道 265号 中寺林犬淵線    旧国道 4号 

岩手県道 266号 国見温泉線       旧国道 46号 

岩手県道 267号 松川千厩線  

岩手県道 268号 野田長内線       旧国道 45号 

岩手県道 269号 明戸種市線  

岩手県道 270号 西根佐倉河線    旧国道 4号 

岩手県道 271号 姉帯戸田線  

岩手県道 272号 戸田荷軽部線  

岩手県道 273号 安家玉川線  

岩手県道 274号 二戸一戸線    旧国道 4号と重複 

岩手県道 275号 碁石海岸線   

（欠番）   

岩手県道 277号 宮古港線   

岩手県道 278号 鵜飼安達巣子線 鵜飼滝沢線 より改称 

岩手県道 279号 侍浜夏井線       旧国道 45号 

岩手県道 280号 大槌小鎚線       旧国道 45号 

岩手県道 281号 矢巾西安庭線    旧・西安庭津志田線 

岩手県道 282号 東山薄衣線   

岩手県道 283号 衣川前沢線   

岩手県道 284号 花巻田瀬線   

岩手県道 285号 盛岡石鳥谷線  

      県道 120号不動盛岡線と重複 

岩手県道 286号 東和花巻温泉線   

岩手県道 287号 口内伊手線   

岩手県道 288号 （欠番）、北上水沢線 

岩手県道 289号 柴宿横沢線       旧国道343号 

岩手県道 290号 宮古山田線   

岩手県道 291号 小本港線   

岩手県道 292号 大野山形線   

岩手県道 293号 本宮長田町線   杜の道&マリオスロード 

岩手県道 294号 東宮野目二枚橋線    花巻空港道路 

岩手県道 295号 藤沢大籠線 

     宮城県道と共通、以前の路線番号は 155 

岩手県道 296号 花巻空港インター線   

岩手県道 297号 花巻停車場花巻温泉郷線   

岩手県道 298号 山の神西宮野目線   旧国道 4号 

岩手県道 299号 花巻南インター線  

        県道 12号花巻大曲線 

岩手県道 300号 三日町瀬原線    旧国道 4号 

岩手県道 301号 渋民田頭線     旧国道 4号 

 

岩手県道号    

岩手県道 302号 前沢北上線   

（欠番）  303-317  

 

岩手県道 318号 八幡平公園線  

    秋田県道と共通、通称「八幡平樹海ライン」 

（欠番） 319-500  

岩手県道 501号 北上花巻温泉自転車道線  

       旧花巻電鉄廃線 跡を転用 

岩手県道 502号 盛岡矢巾自転車道線  

      通称「盛岡サイクリングロード」 

岩手県道 503号 遠野東和自転車道線 
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R04:宮城県道一覧 
 

宮城県道 1号 古川佐沼線 大崎市古川荒谷～栗原市 

        高清水間は国道 4号と重複 

宮城県道 2号 石巻鮎川線  

宮城県道 3号 塩釜吉岡線  

宮城県道 4号 中田栗駒線  

宮城県道 5号 気仙沼港線  

宮城県道 6号 石巻停車場線  

宮城県道 7号 石巻港線  

宮城県道 8号 仙台松島線   

  利府街道、三陸自動車道利府中 IC-松島北 IC間も含む 

宮城県道 9号 大和松島線  

宮城県道 10号 塩釜亘理線  

宮城県道 11号 塩釜港線  

宮城県道 12号 白石上山線     山形県道と共通 

宮城県道 13号 上山七ヶ宿線    山形県道と共通 

宮城県道 14号 亘理大河原川崎線  

宮城県道 15号 古川登米線  

宮城県道 16号 石巻鹿島台大衡線  

宮城県道 17号 栗駒岩出山線  

宮城県道 18号 本吉室根線     岩手県道と共通 

宮城県道 19号 鹿島台高清水線  

宮城県道 20号 仙台空港線  

宮城県道 21号 河南米山線  

宮城県道 22号 仙台泉線   通称泉中央通り、旧国道 4号 

宮城県道 23号 仙台塩釜線      通称産業道路 

宮城県道 24号 白石丸森線  

宮城県道 25号 岩沼蔵王線  

宮城県道 26号 気仙沼唐桑線      旧国道 45号 

宮城県道 27号 奥松島松島公園線 愛称奥松島パークライン 

宮城県道 28号 丸森柴田線  

宮城県道 29号 河南築館線  

宮城県道 30号 河北桃生線  

宮城県道 31号 仙台村田線 

    起点～青葉区折立十字路間は旧国道 48号 

宮城県道 32号 古川松山線  

宮城県道 33号 石巻河北線  

宮城県道 34号 気仙沼陸前高田線   岩手県道と共通 

宮城県道 35号 泉塩釜線      塩釜街道 

宮城県道 36号 築館登米線  

宮城県道 37号 仙台北環状線  

宮城県道 38号 相馬亘理線     福島県道と共通 

宮城県道 39号 仙台岩沼線  

宮城県道 40号 利府松山線  

宮城県道 41号 女川牡鹿線  

宮城県道 42号 築館栗駒公園線  

宮城県道 43号 矢本河南線  

宮城県道 44号 角田山元線  

宮城県道 45号 丸森霊山線     福島県道と共通 

宮城県道 46号 白石国見線     福島県道と共通 

宮城県道 47号 蔵王川崎線  

宮城県道 48号 弥栄金成線     岩手県道と共通 

宮城県道 49号 栗駒平泉線  

       岩手県道と共通、栗駒衣川線から変更 
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宮城県道 50号 白石柴田線     旧国道 4号 

宮城県道 51号 南蔵王七ヶ宿線  

宮城県道 52号 亘理村田線  

（欠番）  仙台南インター線 仙台南部道路国道 6号に昇格 

宮城県道 54号 井土長町線 広瀬橋北 T字路～広瀬橋 

         南十字路間は旧国道 4号 

宮城県道 55号 定義仙台線  

宮城県道 56号 仙台三本木線  

宮城県道 57号 大衡落合線  

宮城県道 58号 塩釜七ヶ浜多賀城線  

宮城県道 59号 古川一迫線  

宮城県道 60号 鹿島台鳴瀬線  

宮城県道 61号 涌谷津山線  

宮城県道 62号 仙台山寺線     山形県道と共通 

宮城県道 63号 最上鬼首線     山形県道と共通 

宮城県道 64号 北上津山線  

宮城県道 65号 気仙沼本吉線  

宮城県道号 仙台市主要地方道  

宮城県道 90号 仙台南環状線  

宮城県道 101号 丸森梁川線     福島県道と共通 

宮城県道 102号 平松梁川線     福島県道と共通 

宮城県道 103号 金山新地停車場線   福島県道と共通 

宮城県道 104号 川前梁川線     福島県道と共通 

      宮城県内は全線国道 349号と重用 

宮城県道 105号 越河角田線  

宮城県道 106号 川前白石線     宮城県道最南端路線 

宮城県道 107号 赤井畑国見線    福島県道と共通 

宮城県道 108号 白石停車場線  

宮城県道 109号 北白川停車場犬卒都婆線  

宮城県道 110号 大河原高倉線  

宮城県道 111号 佐倉北郷線  

宮城県道 112号 北白川停車場向山線  

宮城県道 113号 船岡停車場線  

宮城県道 114号 角田柴田線  

宮城県道 115号 蔵王大河原線  

宮城県道 116号 船岡停車場船迫線  

宮城県道 117号 槻木停車場線  

宮城県道 118号 名取村田線  

宮城県道 119号 碁石富岡線  

宮城県道 120号 坂元停車場線    旧国道 6号 

宮城県道 121号 山下停車場線    旧国道 6号 

宮城県道 122号 亘理停車場線    旧国道 6号 

宮城県道 123号 荒浜港今泉線  

宮城県道 124号 岩沼停車場線    旧国道 4号 

宮城県道 125号 岩沼海浜緑地線  

宮城県道 126号 愛島名取線  

宮城県道 127号 杉ヶ袋増田線  

宮城県道 128号 名取停車場線  

宮城県道 129号 閖上港線 

宮城県道 130号 南仙台停車場線 

宮城県道 131号 秋保温泉線 

宮城県道 132号 秋保温泉愛子線 

宮城県道 133号 作並停車場線 

宮城県道 134号 愛子停車場線 

宮城県道 135号 落合停車場線 

宮城県道 136号 北仙台停車場線 

宮城県道 137号 荒浜原町線 

宮城県道 138号 原町停車場線 

宮城県道 139号 蒲生福田線 

宮城県道 140号 東仙台停車場線 

宮城県道 141号 今市福田線 

宮城県道 142号 岩切停車場線 

宮城県道 143号 多賀城停車場線 

宮城県道 144号 赤沼松島線 

宮城県道 145号 高城停車場線      旧国道 45号 

宮城県道 146号 小牛田松島線  

宮城県道 147号 升沢吉岡線  

宮城県道 148号 本町大衡線  

宮城県道 149号 鹿島台停車場線  

宮城県道 150号 鳴瀬南郷線  

宮城県道 151号 河南南郷線  

宮城県道 152号 涌谷三本木線  

宮城県道 153号 松山停車場線  

宮城県道 154号 北浦停車場線  

宮城県道 155号 涌谷停車場線  

宮城県道 156号 小野田三本木線  

宮城県道 157号 中新田三本木線  

宮城県道 158号 坂本古川線  

宮城県道 159号 柳沢中新田線  

宮城県道 160号 秋保温泉川崎線  

宮城県道 161号 鳥屋崎小野田線 

宮城県道 162号 西古川停車場下狼塚線 

宮城県道 163号 西古川停車場清水線 

宮城県道 164号 岩出山停車場線 

宮城県道 165号 古川岩出山線 

宮城県道 166号 岩出山上蝦沢線 

宮城県道 167号 真山高清水線 

宮城県道 168号 池月停車場線 

宮城県道 169号 川渡停車場線 

宮城県道 170号 鳴子停車場線 

宮城県道 171号 吹上鬼首線 

宮城県道 172号 志津川登米線 

宮城県道 173号 涌谷田尻線 

宮城県道 174号 田尻停車場線 

宮城県道 175号 田尻瀬峰線 

宮城県道 176号 若柳築館線 

宮城県道 177号 新田若柳線  

宮城県道 178号 花山一迫線  

宮城県道 179号 文字上尾松線  

宮城県道 180号 文字下細倉線  

宮城県道 181号 大鳥沢辺線  

宮城県道 182号 栗駒金成線  

宮城県道 183号 若柳花泉線     岩手県道と共通 

宮城県道 184号 石越停車場白崖線   岩手県道と共通 

宮城県道 185号 有壁若柳線     岩手県道と共通 

宮城県道 186号 油島栗駒線     岩手県道と共通 

宮城県道 187号 大門有壁線     岩手県道と共通 

宮城県道 188号 綱木黄海線     岩手県道と共通 

宮城県道 189号 東和薄衣線     岩手県道と共通 

宮城県道 190号 石森永井線     岩手県道と共通 

宮城県道 191号 鹿又停車場広淵線  

宮城県道 192号 石巻雄勝線  

宮城県道 193号 渡波停車場線  

（欠番） 女川停車場線  

宮城県道 195号 前谷地停車場線  

宮城県道 196号 神取河北線  

宮城県道 197号 北上河北線  

宮城県道 198号 新田米山線  

宮城県道 199号 米山迫線  

宮城県道 200号 中田迫線  

宮城県道 201号 石森登米線  

宮城県道 202号 東和登米線  

宮城県道 203号 有壁停車場線  

宮城県道 204号 河南鳴瀬線  

宮城県道 205号 矢本停車場線  

宮城県道 206号 馬籠志津川線  

（欠番）  旧気仙沼停車場線 

宮城県道 208号 大島線  

宮城県道 209号 上八瀬気仙沼線  

（欠番）  旧鹿折唐桑停車場線 

宮城県道 211号 上鹿折停車場線  

宮城県道 212号 小牛田停車場線  

宮城県道 213号 松島停車場線  

宮城県道 214号 網地島線  

宮城県道 215号 栗駒停車場線  
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宮城県道 216号 大河原停車場線  

宮城県道 217号 出島線  

宮城県道 218号 大島浪板線  

宮城県道 219号 白沢停車場線  

宮城県道 220号 牡鹿半島公園線  

        牡鹿コバルトライン、旧有料道路 

宮城県道 221号 清水浜志津川港線  

宮城県道 222号 寄井蔵王線  

宮城県道 223号 泉ヶ岳公園線  

宮城県道 224号 吉田浜山元線  

宮城県道 225号 泊崎半島線       旧国道 45号 

宮城県道 226号 岩出山宮崎線      旧国道 47号 

宮城県道 227号 仙台亘理自転車道線   別名仙台湾自転車道 

宮城県道 228号 相馬大内線    福島県道と共通。旧国道 113号 

宮城県道 229号 竹谷幡谷線  

宮城県道 230号 小島豊里線  

宮城県道 231号 鹿又停車場線  

宮城県道 232号 上代寺前線  

宮城県道 233号 馬籠東和線  

宮城県道 234号 稲井沢田線  

宮城県道 235号 荒井荒町線  

宮城県道 236号 払川町向線  

宮城県道 237号 瀬峰豊里線  

宮城県道 238号 釜谷大須雄勝線      旧国道398号 

宮城県道 239号 馬場只越線  

宮城県道 240号 石巻女川線     日和大橋は以前有料道路 

宮城県道 241号 大和幡谷線  

宮城県道 242号 大迫松山線  

宮城県道 243号 大塩小野停車場線  

（欠番）  半田山下線 

宮城県道 245号 角田大内線  

宮城県道 246号 石巻松島自転車道線  

宮城県道 247号 石巻工業港矢本線  

宮城県道 248号 沼倉鳴子線  

宮城県道 249号 岩入一迫線  

宮城県道 250号 くりこま高原停車場線  

宮城県道 251号 石巻港インター線  

宮城県道 252号 出島竹浦線  

宮城県道 253号 鳴子池月線  

宮城県道 254号 南蔵王白石線  

宮城県道 255号 青根蔵王線  

宮城県道 256号 西成田宮床線  

宮城県道 257号 河南登米線  

宮城県道 258号 仙台館腰線  

宮城県道 259号 加瀬沼公園線  

宮城県道 260号 利府停車場総合運動公園線  

宮城県道 261号 大衡駒場線  

宮城県道 262号 最上小野田線    山形県道と共通 

宮城県道 263号 泉ヶ丘熊ヶ根線  

宮城県道 264号 大衡仙台線  

宮城県道 265号 河南石巻港インター線  

宮城県道 266号 化女沼公園線  

宮城県道 267号 鳴子小野田線  

宮城県道 268号 くりこま高原停車場伊豆沼線  

宮城県道 269号 亘理インター線  

宮城県道 270号 利府岩切停車場線  

宮城県道 271号 利府中インター線  

宮城県道 272号 角田山下線  

宮城県道 273号 仙台名取線     旧国道 4号 

宮城県道 274号 美田園増田線  

（欠番）  275-294  

宮城県道 295号 藤沢大籠線 岩手県道と共通 

宮城県道 296号 石巻女川インター線 
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R05:秋田県道一覧 

 

秋田県道 1号 盛岡横手線 岩手県道と共通 

秋田県道 2号 大館十和田湖線 通称『樹海ライン』 

秋田県道 3号 二ツ井森吉線  

秋田県道 4号 能代五城目線  

（欠番）  旧能代男鹿線   県道 54号に再編 

（欠番）  旧秋田男鹿線   県道 56号に再編 

（欠番）  旧男鹿公園線   県道 121号に再編 

（欠番）   

秋田県道 9号 秋田雄和本荘線  

秋田県道 10号 本荘西仙北角館線  

秋田県道 11号 角館六郷線  

秋田県道 12号 花巻大曲線 岩手県道と共通 

秋田県道 13号 湯沢雄物川大曲線  

（欠番）        県道 1号に番号替え 

秋田県道 15号 秋田八郎潟線  秋田市・南秋田郡五城目町境界 

（欠番）  旧横手住田線   国道 342号に昇格 

（欠番）  旧湯沢築館志津川線  国道 398号に昇格 

（欠番）  旧新庄真室川雄勝線  

（欠番）  旧五戸十和田湖線  

（欠番）  旧十和田湖畔線  

秋田県道 21号 大館停車場線  

秋田県道 22号 比内大葛鹿角線   旧路線名・比内宮川線 

秋田県道 23号 大更八幡平線  

 『八幡平アスピーテライン』、岩手県道と共通、以前は有料道路 

秋田県道 24号 鷹巣川井堂川線  

秋田県道 25号 秋田港線  

秋田県道 26号 秋田停車場線  

（欠番）   

秋田県道 28号 秋田岩見船岡線  

秋田県道 29号 横手大森大内線  

秋田県道 30号 神岡南外東由利線    旧神岡坂部横渡線 

秋田県道 31号 横手停車場線  

秋田県道 32号 仁賀保矢島館合線  

（欠番）  旧湯沢下笹子線  

（欠番）  協和松ヶ崎線   国道 341号に昇格 

秋田県道 36号 大曲大森羽後線  

秋田県道 37号 琴丘上小阿仁線  

秋田県道 38号 田沢湖西木線  

（欠番）   

秋田県道 40号 横手東成瀬線  

秋田県道 41号 秋田昭和線  

       都市計画道路・横山金足線と一部重複 

秋田県道 42号 男鹿八竜線  

秋田県道 43号 本荘西目線  

秋田県道 44号 雄和岩城線  

（欠番）  河辺雄和線    県道 61号に再編 

秋田県道 46号 秋田空港線  

（欠番）  旧琴丘男鹿公園線  国道 101号に再編 

秋田県道 48号 横手東由利線 

 

 

秋田県道 49号 本荘大内線  

秋田県道 50号 大曲田沢湖線  

秋田県道 51号 湯沢栗駒公園線  

秋田県道 52号 比内田代線  

（欠番）       県道 73号に番号替え 

秋田県道 54号 男鹿琴丘線  

秋田県道 55号 入道崎寒風山線  

秋田県道 56号 秋田天王線  

   起点から土崎臨海十字路交差点間は旧国道 7号 
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秋田県道 57号 十文字羽後鳥海線  

秋田県道 58号 象潟矢島線  

秋田県道 59号 男鹿半島線  

 

秋田県道 60号 田沢湖畔線  

秋田県道 61号 秋田御所野雄和線  

    『あきたびライン』『秋田空港アクセス道路』 

秋田県道 62号 秋田北野田線  

    秋田中央道路のトンネル区間。自動車専用 

秋田県道 63号 常盤峰浜線  

秋田県道 64号 能代二ツ井線  

秋田県道 65号 寺内新屋雄和線 

       都市計画道路・新屋豊岩線と重複 

秋田県道 66号 十二所花輪大湯線  

秋田県道 67号 四ツ屋神岡線  

秋田県道 68号 白沢田代線  

秋田県道 69号 本荘岩城線  

秋田県道 70号 鳥海矢島線  

秋田県道 71号 大曲横手線  

秋田県道 72号 秋田北インター線  

秋田県道 73号 雄勝金山線 山形県道と共通 

（欠番）   

秋田県道 102号 大館鷹巣線  

（欠番）   

秋田県道 104号 男鹿昭和飯田川線  

（欠番）  旧横手雄物川線   県道 48号に再編 

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 108号 川連増田平鹿線  

（欠番、  県道 58号に番号替え 

（欠番）   

秋田県道 111号   桂瀬笹館線 北秋田市・大館市境界 

秋田県道 112号 久保秋田線  

     南秋田郡五城目町・井川町境界および井川町地内 

秋田県道 113号 淀川北野目線  

（欠番）  旧神代長野線   県道 50号に再編 

（欠番）  旧長信田千屋大曲線  県道 50号に再編 

秋田県道 116号 川西六郷線  

秋田県道 117号 野崎十文字線  

（欠番）  旧山崎鴻屋十文字線 

（欠番）  旧金沢二ツ井線   県道 317号に番号替え 

（欠番）  旧湯本加茂船川線 

秋田県道 121号 入道崎八望台北浦線  

（欠番）  旧寒風山線  

秋田県道 123号 出戸浜停車場出戸浜線  

秋田県道 124号 高岡追分線  

（欠番）  旧秋田北港線  

秋田県道 126号 秋田操車場線  

秋田県道 127号 駒ケ岳線  

秋田県道 128号 田代平大清水線  

秋田県道 129号 杉沢上小阿仁線  

     南秋田郡五城目町・北秋田郡上小阿仁村境界 

（欠番）   

秋田県道 131号 鳥海公園小滝線  

      鳥海ブルーライン以前は有料道路 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）  旧北ノ股岩谷線 

秋田県道 135号 扇田停車場線  

秋田県道 136号 大滝温泉停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 143号 石川向能代線  

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 146号 桂瀬停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 149号 土淵杉山田線  

秋田県道 150号 東能代停車場線  

（欠番）  旧和田秋田線   県道 62号に再編 

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 154号 椿台小入川線  

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 157号 追分停車場線  

秋田県道 158号 二田停車場線  

秋田県道 159号 船越停車場線  

秋田県道 160号 男鹿停車場線  

秋田県道 161号 土崎停車場線  

秋田県道 162号 羽後牛島停車場線  

（欠番）  旧羽後亀田停車場線   由利本荘市道に降格 

秋田県道 164号 二井山大森線  

秋田県道 165号 羽後本荘停車場線  

秋田県道 166号 仁賀保停車場線  

（欠番）  旧金浦停車場線     にかほ市道に降格 

秋田県道 168号 象潟停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 171号 前郷停車場線  

（欠番）  旧西滝沢停車場線   由利本荘市道に降格 

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 175号 和田停車場線  

秋田県道 176号 羽後境停車場線  

（欠番）  旧峰吉川停車場線   大仙市道に降格 

秋田県道 178号 刈和野停車場線  

秋田県道 179号 神宮寺停車場線  

（欠番）  旧角館停車場線    仙北市道に降格 

秋田県道 181号 神代停車場線  

（欠番）  田沢湖停車場線    仙北市道に降格 

（欠番）  旧柳田停車場線    横手市道に降格 

（欠番）  旧下湯沢停車場線   湯沢市道に降格 

秋田県道 185号 湯沢停車場線  

秋田県道 186号 三関停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）  旧大湯花輪線   県道 66号に再編 

（欠番）  旧十二所花輪線   県道 66号に再編 

秋田県道 191号 根瀬尾去沢線  

秋田県道 192号 釈迦内花岡白沢線  

（欠番）  旧花岡越山早口線 

        県道 68号に番号替え 

秋田県道 194号 西山生保内線    岩手県道と共通 

秋田県道 195号 田山花輪線     岩手県道と共通 

秋田県道 196号 坊沢鷹巣線  

秋田県道 197号 木戸石鷹巣線  

秋田県道 198号 揚の下岩脇線  

（欠番）   

秋田県道 200号 矢坂糠沢線  山本郡藤里町・北秋田市境界 

（欠番）  旧常盤目名形線   県道 63号に再編 

秋田県道 202号 小滝二ツ井線  

秋田県道 203号 高屋敷茶屋下線  

（欠番）   

秋田県道 205号 富根能代線  

秋田県道 206号 山谷富根停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 209号 塙川能代線  

秋田県道 210号 金光寺能代線  

秋田県道 211号 金光寺鵜川線  
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秋田県道 212号 森岳鵜川線  

（欠番）   

秋田県道 214号 福館阿仁前田線 くまげらエコーライン 

秋田県道 215号 屋布沖田面線  

（欠番）   

秋田県道 217号 森岳鹿渡線  

（欠番）   

秋田県道 219号 三倉鼻五城目線  

秋田県道 220号 真坂五城目線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）  旧潟西船越線   県道 54号に再編 

（欠番）  旧潟西北浦線  

    県道 47号を経て国道 101号と県道 57号に再編 

（欠番）   

秋田県道 226号 脇本脇本停車場線  

（欠番）   

秋田県道 228号 北の又井川線     南秋田郡五城目町 

秋田県道 229号 古井内大久保停車場線  

（欠番）  旧大久保秋田線   県道 41号に再編 

秋田県道 231号 上新城土崎港線  

 

秋田県道 232号 太平山八田線  

秋田県道 233号 土崎港秋田線  

（欠番）  旧新屋土崎港線  

      県道56号に再編統合部分と市道降格部 

（欠番）   

（欠番）  旧和田秋田線  

       県道 61号と県道62号に再編 

 

 

（欠番）  旧岩見三内和田線  県道 308号に再編 

（欠番）  旧和田御所野線  

       県道 61号と秋田市道に再編 

（欠番）   

秋田県道 240号 川添下浜停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

秋田県道 244号 強首峰吉川線  

（欠番）  旧潟尻石上線 県道 60号に番号替え 

（欠番）   

秋田県道 247号 相内潟潟野線  

秋田県道 248号 春山田沢線  

（欠番）   

秋田県道 250号 日三市角館線  

（欠番）   

秋田県道 252号 水沢西仙北線  

秋田県道 253号 角館長野線    旧路線名・西村長野線 

秋田県道 254号 土川神岡線  

（欠番）  旧水木田神岡線   県道 67号に番号替え 

秋田県道 256号 土川中仙線  

秋田県道 257号 広久内角館停車場線  

秋田県道 258号 白岩角館線  

秋田県道 259号 長信田羽後長野停車場線  

（欠番）  旧豊岡横沢線   県道 50号に再編 

秋田県道 261号 国見大曲線  

（欠番）  旧横沢大曲線   県道 50号に再編 

秋田県道 263号 熊堂六郷線  

（欠番・  旧角間川横手線   県道 71号に再編 

秋田県道 265号 湯の又前田線  

秋田県道 266号 耳取後三年停車場線  

秋田県道 267号 金沢吉田柳田線  

（欠番）   

（欠番、  旧老方沼館線   県道 48号に再編 

秋田県道 270号 浅舞醍醐線  

秋田県道 271号 植田平鹿線  

秋田県道 272号 御所野安田線      旧国道 13号 

秋田県道 273号 外山落合線  

秋田県道 274号 中村上吉野線 

秋田県道 275号 鴻屋梺線  

秋田県道 276号 下開清水線  

秋田県道 277号 西松沢杉沢線  

秋田県道 278号 雄勝湯沢線  

秋田県道 279号 稲庭関口線  

（欠番）  旧須川稲川線 県道 51号と県道 307号に再編 

（欠番）  旧小安高松湯沢線  県道 51号に再編 

秋田県道 282号 仁郷大湯線 旧・栗駒有料道路 

（欠番）  旧岩谷岩城線   県道 69号に再編 

 

秋田県道 284号 楢渕横渡線  

秋田県道 285号 冬師西目線  

（欠番）   

秋田県道 287号 南由利原鮎川線  

（欠番）   

秋田県道 289号 上郷仁賀保線  

秋田県道 290号 小出金浦線  

秋田県道 291号 大川端伏見線  

（欠番）  旧笹子矢島線   県道 70号に番号替え 

秋田県道 293号 西滝沢館線  

秋田県道 294号 仙ノ台桧山線  

（欠番）   

秋田県道 296号 院内孫七山線  

（欠番）   

秋田県道 298号 道村大川線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）  旧椿川新屋線   県道 65号に再編 

（欠番）  旧横山広面線   県道 41号に再編 

秋田県道 303号 秋田昭和飯田川線  

秋田県道 304号 払戸琴川線  

秋田県道 305号 千畑大曲線  

秋田県道 306号 豊岡長野線  

秋田県道 307号 稲庭高松線  

秋田県道 308号 河辺阿仁線  

秋田県道 309号 比内森吉線 くまげらエコーライン 

秋田県道 310号 秋ノ宮小安温泉線 こまち湯ったりロード 

秋田県道 311号 羽後雄勝線  

秋田県道 312号 長岡冬師城内線  

秋田県道 313号 雪沢十和田毛馬内線  

秋田県道 314号 濁川上岩川線  

秋田県道 315号 西仙北南外線  

秋田県道 316号 唐松宇津野線   

秋田県道 317号 西目屋二ツ井線    青森県道と共通 

秋田県道 318号 八幡平公園線  

       八幡平樹海ライン岩手県道と共通 

秋田県道 319号 雄和協和線   

秋田県道 320号 南郷黒沢線   

秋田県道 321号 上桧木内玉川線   

秋田県道 322号 きみまち坂藤里峡公園線   

秋田県道 323号 小安温泉椿川線   

秋田県道 324号 大館能代空港東線  旧・あきた北空港東線 

秋田県道 325号 大館能代空港西線  旧・あきた北空港西線 

秋田県道 326号 秋田空港東線   

秋田県道 401号 雄和仁別自転車道線   

秋田県道 402号 秋田河辺雄和自転車道線   

秋田県道 403号 秋田男鹿自転車道線   

  

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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R06:山形県道一覧 

 

山形県道 1号 米沢高畠線  

山形県道 2号 米沢猪苗代線     西吾妻スカイバレー 

山形県道 3号 米沢南陽白鷹線  

山形県道 4号 米沢飯豊線  

山形県道 5号 山形南陽線  

山形県道 6号 米沢停車場線  

山形県道 7号 高畠川西線  

山形県道 8号 川西小国線  

山形県道 9号 長井大江線  

山形県道 10号 長井飯豊線  

山形県道 11号 長井白鷹線  

山形県道 12号 白石上山線    蔵王エコーライン 

山形県道 13号 上山七ヶ宿線  

山形県道 14号 上山蔵王公園線  

山形県道 15号 玉川沼沢線  

山形県道 16号 山形停車場線  

山形県道 17号 山形白鷹線 

山形県道 18号 山形朝日線 

山形県道 19号 山形山寺線 

山形県道 20号 山形羽入線 

山形県道 21号 蔵王公園線 

山形県道 22号 山形天童線 

山形県道 23号 天童大江線 

山形県道 24号 天童寒河江線 

山形県道 25号 寒河江村山線 

山形県道 26号 寒河江西川線 

山形県道 27号 大江西川線 

山形県道 28号 尾花沢最上線 

山形県道 29号 尾花沢関山線 

山形県道 30号 大石田畑線 

山形県道 31号 舟形大蔵線 

山形県道 32号 新庄停車場線 

山形県道 33号 庄内空港立川線 

山形県道 34号 新庄戸沢線 

山形県道 35号 真室川鮭川線 

山形県道 36号 新庄次年子村山線 

（欠番）  

山形県道 38号 酒田鶴岡線 

（欠番）  

山形県道 40号 酒田松山線 

山形県道 41号 酒田停車場線 

山形県道 42号 酒田港線 

山形県道 43号 余目加茂線 

山形県道 44号 余目温海線 

山形県道 45号 立川羽黒山線 

山形県道 46号 羽黒立川線 

山形県道 47号 鶴岡羽黒線 

山形県道 48号 鶴岡停車場線 

山形県道 49号 山形山辺線 

山形県道 50号 藤島由良線 

山形県道 51号 山形上山線 

山形県道 52号 山北関川線 

山形県道 53号 山形永野線 

山形県道 54号 貫見間沢線 

（欠番）  

山形県道 56号 新庄舟形線 

山形県道 57号 戸沢大蔵線 

山形県道 58号 新庄鮭川戸沢線 

山形県道 59号 酒田八幡線 

山形県道 60号 酒田遊佐線 

山形県道 61号 菅野代堅苔沢線 

山形県道 62号 仙台山寺線 

山形県道 63号 最上鬼首線 

（欠番）  64-72 

山形県道 73号 雄勝金山線 

（欠番） 74-100 

山形県道 101号 米沢浅川高畠線 

山形県道 102号 南陽川西線 

（欠番）  

山形県道 104号 狸森上山線 

山形県道 105号 山辺中山線 

（欠番） 106-109 

山形県道 110号 天童河北線 

山形県道 111号 天童山寺公園線 

山形県道 112号 左沢浮島線 

山形県道 113号 宮宿浮島線 

山形県道 114号 月山志津線 

山形県道 115号 藤島羽黒線 

（欠番）  

山形県道 117号 余目松山線 

山形県道 118号 庄内空港線 

（欠番）  

山形県道 120号 東根尾花沢線 

山形県道 121号 尾花沢大石田線 

山形県道 122号 東根大森工業団地線 

山形県道 123号 荻袋大浦線 

山形県道 124号 荻袋正厳線 

（欠番）  125-130 

山形県道 131号 羽前水沢停車場由良線 

（欠番）  132-142 

山形県道 143号 中山三郷寒河江線 

山形県道 144号 元町高屋線 

山形県道 145号 間沢寒河江山形自転車道線 

（欠番） 146-150 

山形県道 151号 関根李山線 

山形県道 152号 米沢環状線 

山形県道 153号 西米沢停車場線 

山形県道 154号 桧原板谷線 

山形県道 155号 糖野目亀岡線 

山形県道 156号 赤湯停車場線 

山形県道 157号 赤湯停車場大橋線 

山形県道 158号 梨郷停車場線 

山形県道 159号 小国停車場線 

（欠番）  160-161 

山形県道 161号 今泉停車場線 

山形県道 162号 長井停車場線 

（欠番）  

山形県道 164号 深山下山線 

山形県道 165号 荒砥停車場線 

山形県道 166号 久保桜線 

山形県道 167号 妙見寺西蔵王公園線 

山形県道 168号 山辺船町線 

山形県道 169号 十日町仙石線 

山形県道 170号 蔵王成沢長谷堂線 

（欠番）  

山形県道 172号 北山形停車場大野目線 

山形県道 173号 北山形停車場城北線 

山形県道 174号 大野目内表線 

（欠番）  

（欠番）  

山形県道 177号 羽前山辺停車場線 

山形県道 178号 羽前長崎停車場線 

（欠番）  

山形県道 180号 寒河江停車場線 

（欠番）  

（欠番）  

（欠番）  

山形県道 184号 山形空港線 
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（欠番）  

（欠番）  

山形県道 187号 芦沢停車場実栗屋線 

山形県道 188号 銀山温泉線 

山形県道 189号 大石田土生田線 

（欠番）  

（欠番）  

山形県道 192号 釜淵中田線 

（欠番）  193-198 

山形県道 199号 余目停車場線 

（欠番）  200-204 

山形県道 205号 砂越停車場山楯線 

山形県道 206号 本楯停車場線 

（欠番）  

山形県道 208号 遊佐停車場藤崎線 

（欠番）  

山形県道 210号 鳥海公園吹浦線 

山形県道 211号 月山公園線 

（欠番） 212-231 

山形県道 232号 板谷米沢停車場線 

山形県道 233号 綱木米沢停車場線 

山形県道 234号 綱木小野川館山線 

山形県道 235号 万世窪田線 

山形県道 236号 上和田浅川線 

山形県道 237号 広幡窪田線 

山形県道 238号 原中川停車場線 

山形県道 239号 玉庭時田糖野目線 

山形県道 240号 犬川犬川停車場線 

山形県道 241号 梨郷赤湯停車場線 

山形県道 242号 大塚米沢線 

山形県道 243号 梨郷下伊佐沢線 

山形県道 244号 口田沢川西線 

山形県道 245号 笹野下矢来線 

山形県道 246号 赤湯宮内線 

山形県道 247号 梨郷宮内線 

山形県道 248号 上伊佐沢川西線 

山形県道 249号 南堀端町大町線 

山形県道 250号 椿川西線 

山形県道 251号 椿長井線 

山形県道 252号 木地山九野本線 

山形県道 253号 寺泉舟場線 

山形県道 254号 高玉広野線 

山形県道 255号 黒鴨鮎貝線 

山形県道 256号 萩生九野本線 

山形県道 257号 中時庭線 

山形県道 258号 萩生黒沢線 

山形県道 259号 勧進代舟場線 

山形県道 260号 長者原下新田線 

山形県道 261号 五味沢小国線 

山形県道 262号 最上小野田線 

山形県道 263号 萱平河崎線 

山形県道 264号 泥部宮脇線 

（欠番）  

山形県道 266号 小穴二日町線 

山形県道 267号 十日町山形線 

山形県道 268号 楢下高畠線 

（欠番） 269-270 

山形県道 271号 下原山形停車場線 

山形県道 272号 宝沢坊原線 

（欠番）  

山形県道 274号 中野長町線 

山形県道 275号 大森中野線 

山形県道 276号 東山七浦線 

山形県道 277号 長岡中山線 

（欠番）  

山形県道 279号 荒谷原崎線 

山形県道 280号 天童停車場若松線 

 

山形県道 281号 天童高原山口線 

山形県道 282号 皿沼河北線 

山形県道 283号 日和田河原線 

山形県道 284号 溝延河原線 

山形県道 285号 湯野沢寒河江線 

山形県道 286号 田代白岩線 

（欠番）  287-288 

山形県道 289号 白滝宮宿線 

（欠番）  

山形県道 291号 小山海味線 

山形県道 292号 岩根沢綱取線 

（欠番）  

山形県道 294号 大久保村山停車場線 

山形県道 295号 東根停車場線 

山形県道 296号 新田神町停車場線 

山形県道 297号 田麦野行沢線 

山形県道 298号 野川行沢線 

山形県道 299号 樽石河北線 

山形県道 300号 樽石碁点線 

山形県道 301号 鶴子尾花沢線 

山形県道 302号 上五十沢構内線 

山形県道 303号 東根長島線 

山形県道 304号 中島新田楯岡線 

山形県道 305号 大石田名木沢線 

山形県道 306号 次年子大浦線 

山形県道 307号 土内五日町線 

山形県道 308号 曲川新庄線 

山形県道 309号 角沢鳥越線 

山形県道 310号 瀬見新庄線 

山形県道 311号 萩野泉田停車場線 

山形県道 312号 金沢五日町線 

山形県道 313号 泉田新庄線 

山形県道 314号 向町最上西公園線 

山形県道 315号 平田鮭川線 

山形県道 316号 最上西公園線 

（欠番）  

山形県道 318号 新庄長沢尾花沢線 

山形県道 319号 赤坂真室川線 

山形県道 320号 仁田山平岡線 

山形県道 321号 蟻喰羽前豊里停車場線 

山形県道 322号 砂子沢小又釜渕線 

山形県道 323号 稲沢下野明線 

山形県道 324号 平岡日当線 

山形県道 325号 東法田大堀線 

山形県道 326号 杉ノ入月楯線 

（欠番）  

山形県道 328号 神田川口線 

（欠番）  

山形県道 330号 福寿野熊高線 

山形県道 331号 片倉塩線 

山形県道 332号 面野山鶴岡線 

山形県道 333号 鶴岡広野線 

山形県道 334号 三瀬水沢線 

山形県道 335号 湯田川羽前水沢停車場線 

山形県道 336号 西目大山線 

（欠番）  

山形県道 338号 湯田川大山線 

山形県道 339号 添津藤島停車場線 

山形県道 340号 長沼八色木線 

山形県道 341号 東沼長沼余目線 

山形県道 342号 西袋廻館線 

山形県道 343号 添川上藤島線 

山形県道 344号 大中島工藤沢線 

（欠番）  

山形県道 346号 中川代川尻余目線 

（欠番）  

山形県道 348号 温海川木野俣大岩川線 

山形県道 349号 鶴岡村上線 
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山形県道 350号 鶴岡線 

山形県道 351号 大網線 

山形県道 352号 生石酒田停車場線 

山形県道 353号 吹浦酒田線 

山形県道 354号 勝浦法木線 

山形県道 355号 宮野浦坂野辺新田線 

山形県道 356号 小浜猪子線 

山形県道 357号 浜中余目線 

山形県道 358号 廻館松山線 

山形県道 359号 家根合新堀線 

山形県道 360号 砂越余目線 

山形県道 361号 大沼新田清川停車場線 

山形県道 362号 海ヶ沢松山線 

山形県道 363号 田沢下新田線 

山形県道 364号 安田砂越停車場線 

山形県道 365号 円能寺砂越停車場線 

山形県道 366号 升田観音寺線 

山形県道 367号 北境曙線 

山形県道 368号 鳥海公園青沢線 

山形県道 369号 比子八幡線 

（欠番）  

山形県道 371号 菅里直世下野沢線 

（欠番）  

山形県道 373号 杉沢南鳥海停車場線 

山形県道 374号 比子南鳥海停車場線 

山形県道 375号 十里塚遊佐線 

山形県道 376号 関根刈安線 

山形県道 377号 西郡居口線 

山形県道 378号 岳谷上屋地線 

山形県道 379号 日和田松川線 

山形県道 380号 長瀞野田線 

山形県道 381号 村山大石田線 

（欠番）  

山形県道 383号 板井川下山添線 

山形県道 384号 米沢県南公園自転車道線（置賜自転車道） 

山形県道 385号 立川鶴岡自転車道線 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R07:福島県道一覧 

 

群馬県道・福島県道 1号 沼田檜枝岐線  

山形県道・福島県道 2号 米沢猪苗代線 西吾妻スカイバレー 

福島県道 3号 福島飯坂線   飯坂街道、旧国道 13号 

福島県道 4号 福島保原線      保原街道 

福島県道 5号 上名倉飯坂伊達線   フルーツライン・伊達街道 

福島県道 6号 郡山湖南線  

福島県道 7号 猪苗代塩川線  

福島県道 8号 本宮熱海線      会津街道 

福島県道 9号 猪苗代湖南線  

茨城県道・福島県道 10号       日立いわき線 

福島県道 11号 白河石川線     御斉所街道 

福島県道 12号 原町川俣線  

福島県道 13号 小野田母神線     新町街道 

福島県道 14号 いわき石川線    御斉所街道 

福島県道 15号 小名浜四倉線  

福島県道 16号 喜多方西会津線  

福島県道 17号 郡山停車場線  郡山駅前大通り。旧国道 4号 

福島県道 18号 白河停車場線  

福島県道 19号 船引大越小野線     新町街道 

福島県道 20号 いわき上三坂小野線  

福島県道 21号 喜多方会津坂下線  

福島県道 22号 会津坂下会津高田線  

福島県道 23号 会津高田上三寄線  

福島県道 24号 中の沢熱海線    母成グリーンラインを含む 

福島県道 25号 棚倉鮫川線  

福島県道 26号 小名浜平線      鹿島街道 

福島県道・茨城県道 27号     塙大津港線 

福島県道 28号 本宮三春線  

福島県道 29号 長沼喜久田線  

福島県道 30号 本宮土湯温泉線    ミドルライン 

福島県道 31号 浪江国見線 

福島県道 32号 柳津昭和線  

福島県道 33号 会津坂下河東線  

福島県道 34号 相馬浪江線  

福島県道 35号 いわき浪江線  

福島県道 36号 小野富岡線  

福島県道 37号 白河羽鳥線     白河羽鳥レイクライン 

福島県道・宮城県道 38号 相馬亘理線  

福島県道 39号 川俣安達線  

福島県道 40号 飯野三春石川線  

福島県道 41号 小野四倉線  

福島県道 42号 矢吹小野線  一部区間有料「あぶくま高原道路」 

福島県道 43号 会津坂下山都線  

福島県道 44号 棚倉矢吹線      茨城街道 

宮城県道・福島県道 45号     丸森霊山線 

宮城県道・福島県道 46号 白石国見線   旧羽州街道 

福島県道 47号 郡山長沼線    郡山南インター線 

福島県道 48号 江名常磐線  

福島県道 49号 原町浪江線  

福島県道 50号 浪江三春線  

福島県道 51号 霊山松川線  

福島県道 52号 土湯温泉線  

福島県道 53号 会津高田柳津線  

福島県道 54号 須賀川三春線     新町街道 

福島県道 55号 郡山矢吹線  

福島県道 56号 常磐勿来線     旧国道 6号 

福島県道 57号 郡山大越線  

福島県道 58号 矢吹天栄線  

福島県道 59号 会津若松三島線  

栃木県道・福島県道 60号     黒磯棚倉線 

福島県道 61号 塩川山都線  

福島県道 62号 原町二本松線  

福島県道 63号 古殿須賀川線  

福島県道 64号 会津若松裏磐梯線  

       磐梯山ゴールドラインを含む 

福島県道 65号 小野郡山線  

福島県道 66号 小名浜小野線  

福島県道 67号 中野須賀川線  

栃木県道・福島県道 68号 那須西郷線 

福島県道 69号 北山会津若松線  

福島県道 70号 福島吾妻裏磐梯線 「磐梯吾妻スカイライン・

      磐梯吾妻レークライン」を含む 

福島県道 71号 勿来浅川線  

福島県道 72号 会津坂下会津本郷線  

福島県道 73号 二本松金屋線  

福島県道 74号 原町海老相馬線  

福島県道 75号 塙泉崎線  

栃木県道・福島県道 76号 伊王野白河線 

       旧・坂本白河線、旧奥州街道 

宮城県道・福島県道 101号 丸森梁川線  

宮城県道・福島県道 102号 平松梁川線  

宮城県道・福島県道 103号 金山新地停車場線  

宮城県道・福島県道 104号 川前梁川線  

福島県道 105号 旅人勿来線  

福島県道 106号 石川矢吹線  

宮城県道・福島県道 107号      赤井畑国見線 

福島県道 108号 矢吹堀込線  
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福島県道 109号 安積長沼線  

福島県道 110号 田村安積線  茨城県道・福島県道 111号 

          高萩塙線 

福島県道 112号 富岡大越線  

福島県道 113号 常葉芦沢線  

福島県道 114号 福島安達線     旧国道 4号 

福島県道 115号 三春日和田線  

福島県道 116号 二本松三春線  

福島県道 117号 二本松川俣線  

福島県道 118号 本宮岩代線  

福島県道 119号 本宮常葉線  

福島県道 120号 浪江鹿島線  

福島県道 121号 日下石新沼線    旧国道 6号 

福島県道 122号 梁川霊山線  

福島県道 123号 保原伊達崎桑折線  

福島県道 124号 飯坂桑折線  

福島県道 125号 保原桑折線  

福島県道 126号 福島微温湯線   微温湯街道・水保街道 

福島県道 127号 会津坂下塩川線  

福島県道 128号 会津若松会津高田線  

福島県道 129号 二本松安達線  

福島県道 130号 会津高田会津本郷線  

福島県道 131号 下郷会津本郷線  

福島県道 132号 只見停車場線  

福島県道 133号 赤井停車場線  

福島県道 134号 皿貝勿来停車場線  

福島県道 135号 三株下市萱小川線  

福島県道 136号 平田小野線  

福島県道 137号 泉崎石川線  

福島県道 138号 母畑須賀川線  

福島県道 139号 母畑白河線  

福島県道 140号 石川鴇子線  

福島県道 141号 玉川田村線  

福島県道 142号 河内郡山線      うねめ通り 

福島県道 143号 仁井田郡山線  

福島県道 144号 谷田川三春線  

福島県道 145号 吉間田滝根線  

福島県道 146号 石筵本宮線  

福島県道 147号 松川渋川線  

福島県道 148号 水原福島線   旧国道 4号・大森街道 

福島県道 149号 月舘霊山線  

福島県道 150号 伊達霊山線  

福島県道 151号 山都柳津線  

福島県道 152号 橋本会津高田線 

福島県道 153号 小林会津宮下停車場線 

福島県道 154号 常葉野川線 

福島県道 155号 飯坂瀬ノ上線 

福島県道 156号 小名浜港線 

福島県道 157号 久之浜港線 

福島県道 158号 湯本停車場線 

福島県道 159号 草野停車場線 

福島県道 160号 四倉停車場線 

福島県道 161号 久之浜停車場線 

福島県道 162号 木戸停車場線 

福島県道 163号 富岡停車場線 

福島県道 164号 鹿島日下石線 

福島県道 165号 夜ノ森停車場線 

福島県道 166号 大野停車場大川原線 

福島県道 167号 浪江停車場線 

福島県道 168号 小高停車場線 

福島県道 169号 磐城太田停車場線 

福島県道 170号 鹿島停車場線 

福島県道 171号 新地停車場釣師線 

福島県道 172号 船引停車場線 

福島県道 173号 東館停車場線 

福島県道 174号 磐城石井停車場線 

福島県道 175号 磐城塙停車場線 

福島県道 176号 近津停車場線 

福島県道 177号 磐城棚倉停車場線 

福島県道 178号 磐城浅川停車場線 

福島県道 179号 里白石停車場線 

福島県道 180号 川東停車場線 

福島県道 181号 谷田川停車場線 

福島県道 182号 磐城守山停車場線 

福島県道 183号 白坂停車場線 

福島県道 184号 白坂停車場小田倉線 

福島県道 185号 久田野停車場線 

福島県道 186号 矢吹停車場線 

福島県道 187号 須賀川停車場線 

福島県道 188号 日和田停車場線 

福島県道 189号 本宮停車場線 

福島県道 190号 二本松停車場線 

福島県道 191号 安達停車場線 

福島県道 192号 松川停車場戸ノ内線 

福島県道 193号 金谷川停車場線 

福島県道 194号 金谷川停車場石内線 

福島県道・茨城県道 195号 下関河内小生瀬線 

福島県道・茨城県道 196号 石井大子線 

福島県道 197号 東福島停車場線 

福島県道 198号 庭坂停車場線 

福島県道 199号 安子ヶ島停車場線 

福島県道 200号 磐梯熱海停車場線 

福島県道 201号 上戸停車場線 

福島県道 202号 関都停車場金田線 

福島県道 203号 川桁停車場堅田線 

福島県道 204号 猪苗代停車場線 

福島県道 205号 翁島停車場線 

福島県道 206号 翁島停車場磐根線 

福島県道 207号 磐梯町停車場線 

福島県道 208号 福島空港西線 

福島県道 209号 塩川停車場線 

福島県道 210号 喜多方停車場線 

福島県道 211号 西若松停車場南町線 

福島県道 212号 門田停車場線 

福島県道 213号 芦ノ牧温泉停車場線 

福島県道 214号 芦ノ牧温泉南停車場線 

福島県道 215号 湯野上温泉停車場線 

福島県道 216号 弥五島停車場線 

福島県道 217号       津下郷停車場線 

福島県道 218号 会津田島停車場線 

福島県道 219号 会津本郷停車場上米塚線 

福島県道 220号 会津高田停車場線 

福島県道 221号 新鶴停車場線 

福島県道 222号 会津坂下停車場線 

福島県道 223号 塔寺停車場線 

福島県道 224号 会津坂本停車場線 

福島県道 225号 会津柳津停車場線 

福島県道 226号 会津郷戸停車場線 

福島県道 227号 下舘停車場線 

福島県道・宮城県道 228号     相馬大内線 

福島県道 229号 甲塚古墳線 

福島県道 230号 矢祭山八槻線 

福島県道 231号 山本不動線 

福島県道 232号 南湖公園線 

福島県道 233号 雲水峰江持線 

福島県道 234号 舟津福良線 

福島県道 235号 羽鳥福良線 

福島県道 236号 青松浜線 

福島県道 237号 小栗山宮下線 

福島県道 238号 窪田江栗線 

福島県道 239号 泉岩間植田線 

福島県道 240号 釜戸小名浜線 

福島県道 241号 下高久谷川瀬線 

福島県道 242号 赤坂東野塙線 

福島県道 243号 小浜上郡山線 



 ３６ 

福島県道 244号 小塙上郡山線 

福島県道 245号 白岩久之浜線 

福島県道 246号 折木筒木原久之浜線 

 

福島県道 247号 片倉末続停車場線 

福島県道 248号 小川赤井平線 

福島県道 249号 上戸渡広野線 

福島県道 250号 下川内竜田停車場線 

福島県道 251号 小良ヶ浜野上線 

福島県道 252号 夫沢大野停車場線 

福島県道 253号 落合浪江線 

福島県道 254号 長塚請戸浪江線 

福島県道 255号 幾世橋小高線 

福島県道 256号 井出長塚線 

福島県道 257号 仲ノ森加倉線 

福島県道 258号 中ノ内小高線 

福島県道 259号 城下小高線 

福島県道 260号 北泉小高線 

福島県道 261号 大甕磐城太田停車場線 

福島県道 262号 小浜字町線 

福島県道 263号 下渋佐南新田線 

福島県道 264号 馬場太田線 

福島県道 265号 烏崎江垂線 

福島県道 266号 南海老鹿島線 

福島県道 267号 大芦鹿島線 

福島県道 268号 草野大倉鹿島線 

福島県道 269号 月舘川俣線 

福島県道 270号 山上赤木線 

福島県道 271号 磯部日下石線 

福島県道 272号 原釜椎木線 

福島県道 273号 赤柴中島線 

福島県道 274号 赤坂西野石川線 

福島県道 275号 明内田中線 

福島県道 276号 浅川古殿線 

 

福島県道 277号 社田浅川線 

福島県道 278号 釜子金山線 

福島県道 279号 高萩久田野停車場線 

福島県道 280号 中野番沢線  

福島県道 281号 増見小田倉線  

福島県道 282号 十日市矢吹線  

福島県道 283号 須賀川矢吹線  

福島県道 284号 曲木中野目線  

福島県道 285号 北方遅沢線  

福島県道 286号 鴇子夏井停車場線  

福島県道 287号 上川内川前線  

福島県道 288号 成田鏡田線  

福島県道 289号 下松本鏡石停車場線  

栃木県道・福島県道 290号 那須甲子線 旧・那須甲子有料道路 

福島県道 291号 木ノ崎岩淵線  

福島県道 292号 牧ノ内長沼線  

福島県道 293号 江持谷田川停車場線  

福島県道 294号 三穂田須賀川線  

福島県道 295号 芦ノ口大槻線  

福島県道 296号 荒井郡山線  

福島県道 297号 斎藤下行合線  

福島県道 298号 阿久津舞木停車場線  

福島県道 299号 実沢要田線  

福島県道 300号 門沢三春線  

福島県道 301号 栗出菅谷線  

福島県道 302号 柳渡戸常葉線  

福島県道 303号 石沢荻田線  

福島県道 304号 大橋五百川停車場線  

福島県道 305号 木幡飯野線  

福島県道 306号 大沢広表線  

福島県道 307号 福島飯野線  

福島県道 308号 山口渡利線  

福島県道 309号 岡部渡利線  

福島県道 310号 庭坂福島線    庭坂街道・八島田街道 

福島県道 311号 八島田笹木野停車場線  

福島県道 312号 折戸笹谷線       旧国道 13号 

福島県道 313号 中野梍町線  

福島県道 314号 東湯野寺屋敷線  

福島県道 315号 臼石月舘線  

福島県道 316号 広畑月舘線  

福島県道 317号 山口保原線  

福島県道 318号 上小国下川原線  

福島県道 319号 穴原十綱線      旧国道 399号 

福島県道 320号 五十沢国見線     大枝街道 

福島県道 321号 大枝貝田線  

福島県道 322号 壷楊本町線  

福島県道 323号 野老沢川桁停車場線  

福島県道 324号 猪苗代スキー場線  

福島県道 325号 湯川大町線  

福島県道 326号 浜崎高野会津若松線  

福島県道 327号 広田停車場線  

福島県道 328号 中沢西若松停車場線 

福島県道 329号 湯野上会津高田線 

福島県道 330号 大内会津高田線 

福島県道 331号 熊の目浜崎線 

福島県道 332号 熊倉塩川線 

福島県道 333号 日中喜多方線 

福島県道 334号 熱塩温泉追分線 

福島県道 335号 大平喜多方線 

福島県道 336号 熱塩加納会津坂下線 

福島県道 337号 喜多方河東線 

福島県道 338号 上郷下野尻線 

福島県道 339号 大久保野沢停車場線 

福島県道 340号 上郷舟渡線 

福島県道 341号 別舟渡線 

福島県道 342号 藤小椿線 

福島県道 343号 飯谷大巻線 

福島県道 344号 名入西方停車場線  

福島県道 345号 郷戸滝谷停車場線  

福島県道 346号 戸赤栄富線  

福島県道 347号 高陦田島線  

福島県道 348号 落合豊成線  

福島県道 349号 向山会津長野停車場線  

栃木県道・福島県道 350号 栗山舘岩線 

福島県道 351号 大倉大橋浜野線  

福島県道 352号 布沢横田線  

福島県道 353号 国見福島線    旧国道 4号・羽州街道 

福島県道 354号 安達太良山線     塩沢街道 

福島県道 355号 須賀川二本松線    旧国道 4号 

福島県道 356号 広野停車場線  

福島県道 357号 岩根日和田線  

福島県道 358号 川前停車場上三坂線  

福島県道 359号 神俣停車場川前線  

福島県道 360号 小林舘の川線  

福島県道 361号 奥川新郷線  

福島県道 362号 南福島停車場線  

福島県道 363号 八茎四倉線  

福島県道 364号 上移常葉線  

福島県道 365号 赤留塔寺線  

福島県道 366号 滝谷桧原線  

福島県道 367号 新郷荻野停車場線  

福島県道 368号 馬場平杉田線  

栃木県道・福島県道 369号 黒磯田島線 

福島県道 370号 上野尻停車場線  

福島県道 371号 湯の岳別所線 

      旧有料道路「湯の岳パノラマライン」 

福島県道 372号 須賀川二本松自転車道線  

福島県道 373号 福島停車場線      福島駅前通り 

福島県道 374号 東山温泉線  

福島県道 375号 松川浦港線  
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福島県道 376号 湖南湊線  

福島県道 377号 八溝山線  

福島県道 378号 高久鹿島線  

福島県道 379号 矢祭棚倉自転車道線  

福島県道 380号 岳温泉大玉線  

福島県道 381号 あぶくま洞都路線  

福島県道 382号 豊間四倉線  

福島県道 383号 熱塩加納山都西会津線  

福島県道 384号 徳沢宝坂線  

福島県道 385号 一ノ木藤沢線  

福島県道 386号 岳温泉線  

福島県道 387号 飯坂保原線     福島北幹線 

福島県道 388号 白坂関辺線  

福島県道 389号 相馬港線  

福島県道 390号 才鉢前山線  

福島県道 391号 広野小高線  

福島県道 392号 会津若松熱塩温泉自転車道線  

福島県道 393号 上北迫下北迫線  

福島県道 394号 相馬新地線 

     旧国道 6号、相馬バイパス並行路線 

福島県道 395号 四倉久之浜線  

       旧国道 6号、久之浜バイパス並行路線 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R08:茨城県道一覧 

 
茨城県道 1号 宇都宮笠間線      栃木県と共通 

茨城県道 2号 水戸鉾田佐原線      千葉県と共通 

茨城県道 3号 つくば野田線      千葉県と共通 

茨城県道 4号 千葉竜ヶ崎線      千葉県と共通 

茨城県道 5号 竜ヶ崎潮来線  

茨城県道 6号 水戸那珂湊線  

茨城県道 7号 石岡筑西線  

茨城県道 8号 小川鉾田線  

茨城県道 9号 佐野古河線     栃木・群馬・埼玉県と共通 

茨城県道 10号 日立いわき線      福島県と共通 

茨城県道 11号 取手東線       千葉県と共通 

茨城県道 12号 烏山御前山線⇒那須烏山御前山線  

         線名変更、栃木県と共通 

茨城県道 13号 大子黒羽線       栃木県と共通 

茨城県道 14号 筑西つくば線  

茨城県道 15号 結城下妻線  

茨城県道 16号 大洗友部線  

茨城県道 17号 結城野田線       千葉県と共通 

茨城県道 18号 茨城鹿島線  

茨城県道 19号 取手つくば線  

茨城県道 20号 結城坂東線  

茨城県道 21号 常陸大宮御前山線  

茨城県道 22号 北茨城大子線  

茨城県道 23号 下館三和線⇒筑西三和線   線名変更 

茨城県道 24号 土浦境線  

茨城県道 25号 土浦江戸崎線⇒土浦稲敷  線線名変更 

茨城県道 26号 境杉戸線      千葉・埼玉県と共通 

茨城県道 27号 塙大津港線       福島県と共通 

茨城県道 28号 大子那須線 栃木県と共通 

茨城県道 29号 常陸太田那須烏山線     栃木県と共通 

茨城県道 30号 水戸岩間線  

茨城県道 31号 瓜連馬渡線  

茨城県道 32号 大子美和線  

茨城県道 33号 常陸太田大子線  

茨城県道 34号 竜ヶ崎阿見線  

茨城県道 35号 宇都宮結城線      栃木県と共通 

茨城県道 36号 日立山方線  

茨城県道 37号 日立常陸太田線  

茨城県道 38号 那珂湊那珂線  

茨城県道 39号 笠間緒川線  

茨城県道 40号 内原塩崎線  

茨城県道 41号 つくば益子線      栃木県と共通 

茨城県道 42号 笠間つくば線  

茨城県道 43号 茨城岩間線  

茨城県道 44号 成田小見川鹿島港線     千葉県と共通 

茨城県道 45号 つくば真岡線      栃木県と共通 

茨城県道 46号 野田牛久線       千葉県と共通 

茨城県道 47号 守谷流山線     千葉県と共通 

茨城県道 48号 土浦竜ヶ崎線  

茨城県道 49号 江戸崎新利根線  

茨城県道 50号 水戸神栖線  

茨城県道 51号 水戸茂木線       栃木県と共通 

茨城県道 52号 石岡城里線  

茨城県道 53号 つくば千代田線  

茨城県道 54号 明野間々田線      栃木県と共通 

茨城県道 55号 土浦つくば線  

茨城県道 56号 つくば古河線  

茨城県道 57号 常陸那珂港南線  

茨城県道 58号 取手豊岡線  

茨城県道 59号 玉里水戸線  

茨城県道 60号 十王里美線  

茨城県道 61号 日立笠間線  

茨城県道 62号 常陸那珂港山方線  

茨城県道 63号 水戸勝田那珂湊線  

茨城県道 64号 土浦笠間線  

茨城県道 65号 那珂インター線  

茨城県道 66号 日立中央インター線  

茨城県道 67号 高萩インター線  

茨城県道 68号 美浦栄線       千葉県と共通 

茨城県道 69号 北茨城インター線  

茨城県道 101号 潮来佐原線       千葉県と共通 

茨城県道 102号 長沢水戸線  

茨城県道 103号 江戸崎下総線      千葉県と共通 

茨城県道 104号 那珂瓜連線  

茨城県道 105号 友部内原線  

茨城県道 106号 長岡大洗線  

茨城県道 107号 江戸崎神崎線      千葉県と共通 

茨城県道 108号 那珂湊大洗線  

茨城県道 109号 稲田友部線  

茨城県道 110号 鉾田茨城線  

茨城県道 111号 高萩塙線       福島県と共通 

茨城県道 112号 阿波山徳蔵線  

茨城県道 113号 真端水戸線  

茨城県道 114号 下太田鉾田線  

茨城県道 115号 子生茨城線  

茨城県道 116号 鹿田玉造線  

茨城県道 117号 深芝浜波崎線  

茨城県道 118号 石岡田伏土浦線  

茨城県道 119号 真岡岩瀬線       栃木県と共通 

茨城県道 120号 上新田木原線  

茨城県道 121号 河内竜ケ崎線  

茨城県道 122号 大山江戸崎線  

茨城県道 123号 土浦坂東線  

茨城県道 124号 新宿新田総和線  

茨城県道 125号 中里岩井線⇒中里坂東線   線名変更 

茨城県道 126号 尾崎境線  

茨城県道 127号 谷田部小張線  

茨城県道 128号 土浦大曽根線  

茨城県道 129号 下子水海道線⇒下妻常総線   線名変更 

茨城県道 130号 水海道取手線⇒常総取手線   線名変更 

茨城県道 131号 下妻真壁線  
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茨城県道 132号 赤浜上大島線  

茨城県道 133号 赤浜谷田部線  

茨城県道 134号 鴻野山水海道線⇒鴻野山豊岡線  線名変更 

茨城県道 135号 猿島水海道線⇒猿島常総線   線名変更 

茨城県道 136号 高崎岩井線⇒高崎坂東線   線名変更 

茨城県道 137号 若境線  

茨城県道 138号 石岡つくば線  

茨城県道 139号 筑波山公園線  

茨城県道 140号 西小塙石岡線  

茨城県道 141号 牛渡馬場山土浦線  

茨城県道 142号 岩井野田線     千葉県と共通 

茨城県道 143号 谷田部牛久線  

茨城県道 144号 紅葉石岡線  

茨城県道 145号 上吉影岩間線  

茨城県道 146号 結城石橋線       栃木県と共通 

茨城県道 147号 小金井結城線      栃木県と共通 

茨城県道 148号 東山田岩瀬線  

茨城県道 149号 横塚真壁線  

茨城県道 150号 月岡真壁線  

茨城県道 151号 荻島真壁線  

茨城県道 152号 雨引観音線  

茨城県道 153号 水沼磯原線  

茨城県道 154号 山根大津港線  

茨城県道 155号 里根神岡上線  

茨城県道 156号 亀作石名坂線  

茨城県道 157号 下土木内常陸太田線  

茨城県道 158号 上金沢栃原線  

茨城県道 159号 上野宮下金沢線  

茨城県道 160号 梨野沢大子線  

茨城県道 161号 門井山方線  

茨城県道 162号 岩井関宿野田線      千葉県と共通 

茨城県道 163号 下檜沢上小瀬線  

茨城県道 164号 長倉小舟線  

茨城県道 165号 山方常陸大宮線  

茨城県道 166号 和田上河合線  

茨城県道 167号 富岡玉造常陸太田線  

茨城県道 168号 静常陸大宮線  

茨城県道 169号 菅谷小原内水戸線  

茨城県道 170号 我孫子利根線      千葉県と共通 

茨城県道 171号 石川袴塚線  

茨城県道 172号 額田南郷田彦線  

茨城県道 173号 大洗公園線  

茨城県道 174号 小泉水戸線  

茨城県道 175号 塩ヶ崎茨城線  

茨城県道 176号 中根平磯磯崎線  

茨城県道 177号 赤塚馬口労線  

茨城県道 178号 常磐公園線  

茨城県道 179号 中石崎水戸線  

茨城県道 180号 長岡水戸線  

茨城県道 181号 宮ヶ崎小幡線  

茨城県道 182号 大竹鉾田線  

茨城県道 183号 山田玉造線  

茨城県道 184号 島並鉾田線  

茨城県道 185号 繁昌牛堀線⇒繁昌潮来線   線名変更 

茨城県道 186号 荒井麻生線⇒荒井行方線   線名変更 

茨城県道 187号 矢幡潮来線  

茨城県道 188号 大賀延方線  

茨城県道 189号 大賀牛堀線  

茨城県道 190号 境間々田線       栃木県と共通 

茨城県道 191号 大戦防小山線      栃木県と共通 

茨城県道 192号 鹿島神宮線  

茨城県道 193号 杉崎友部線  

茨城県道 194号 宍倉玉里線  

茨城県道 195号 下関河内小生瀬線     福島県と共通 

茨城県道 196号 石井大子線       福島県と共通 

茨城県道 197号 戸崎上稲吉線  

茨城県道 198号 銚子波崎線       千葉県と共通 

茨城県道 199号 小野土浦線  

茨城県道 200号 藤沢豊里線  

茨城県道 201号 藤沢荒川沖線  

茨城県道 202号 館野牛久線  

茨城県道 203号 荒川沖阿見線  

茨城県道 204号 結城二宮線       栃木県と共通 

茨城県道 205号 須賀川大子線      栃木県と共通 

茨城県道 206号 新川江戸崎線  

茨城県道 207号 高田筑西線       栃木県と共通 

茨城県道 208号 長沖藤代線  

茨城県道 209号 立崎羽根野線  

茨城県道 210号 谷田部藤代線  

茨城県道 211号 高岡藤代線  

茨城県道 212号 赤沢茂木線       栃木県と共通 

茨城県道 213号 長高野北条線  

茨城県道 214号 沼田下妻線  

茨城県道 215号 伏木岩井線⇒伏木坂東線   線名変更 

茨城県道 216号 岩瀬二宮線       栃木県と共通 

茨城県道 217号 皆葉崎房線  

茨城県道 218号 大塚真壁線  

茨城県道 219号 白山前取手線  

茨城県道 220号 島名福岡線  

茨城県道 221号 飯岡石岡線  

茨城県道 222号 古宿麻生線  

茨城県道 223号 渡戸木原線  

茨城県道 224号 西山荘線  

茨城県道 225号 鶏足山線 茨城県道 226号   鶏足山片庭線 

茨城県道 227号 上君田大能線  

茨城県道 228号 原中田線  

茨城県道 229号 取手谷中線  

茨城県道 230号 高萩友部線  

茨城県道 231号 江戸崎阿見線⇒稲敷阿見線   線名変更 

茨城県道 232号 市毛水戸線  

茨城県道 233号 山王下妻線  

茨城県道 234号 小田野大那地線      栃木県と共通 

茨城県道 235号 下入野水戸線  

茨城県道 236号 筑波公園永井線  

茨城県道 237号 花室牛久線  

茨城県道 238号 須賀北埠頭線  

茨城県道 239号 粟生木崎線  

茨城県道 240号 奥野谷知手線  

茨城県道 241号 須田奥野谷線  

茨城県道 242号 大洋鹿島線⇒鉾田鹿嶋線   線名変更 

茨城県道 243号 八代庄兵衛新田線  

茨城県道 244号 妻木赤塚線  

茨城県道 245号 上君田小妻線  

茨城県道 246号 錫高野石塚線  

茨城県道 247号 常陸海浜公園線  

茨城県道 248号 八溝山公園線  

茨城県道 249号 山方水府線  

茨城県道 250号 古河総和線  

茨城県道 251号 守谷藤代線  

茨城県道 252号 坂東菅生線  

茨城県道 253号 水戸枝川線  

茨城県道 254号 日立港線  

茨城県道 255号 鹿島港線  

茨城県道 256号 鹿島港潮来インター線  

茨城県道 257号 西小塙真岡線      栃木県と共通 

茨城県道 258号 波崎港線  

茨城県道 259号 平潟港線  

茨城県道 260号 谷原息栖東庄線      千葉県と共通 

茨城県道 261号 野木古河線       栃木県と共通 

茨城県道 262号 那珂湊港線  

茨城県道 263号 土浦港線  

茨城県道 264号 小山結城線       栃木県と共通 

茨城県道 265号 磯崎港線  

茨城県道 266号 会瀬港線  

茨城県道 267号 幸手境線       埼玉県と共通 



 ３９ 

茨城県道 268号 西関宿栗橋線      埼玉県と共通 

茨城県道 269号 取手停車場線  

茨城県道 270号 藤代停車場線  

茨城県道 271号 佐貫停車場線  

茨城県道 272号 牛久停車場線  

茨城県道 273号 館野荒川沖停車場線  

茨城県道 274号 牛久赤塚線  

茨城県道 275号 土浦停車場線  

茨城県道 276号 高浜停車場線  

茨城県道 277号 石岡停車場線  

茨城県道 278号 竹ノ内羽鳥停車場線  

茨城県道 279号 羽鳥停車場江戸線  

茨城県道 280号 南指原岩間停車場線  

茨城県道 281号 平友部停車場線  

（欠番）  赤塚停車場線廃止 

茨城県道 283号 勝田停車場線  

茨城県道 284号 豊岡佐和停車場線  

茨城県道 285号 東海停車場線  

茨城県道 286号 深沢岩瀬線       栃木県と共通 

茨城県道 287号 山内上小瀬線      栃木県と共通 

茨城県道 288号 大みか停車場線  

茨城県道 289号 富谷稲田線  

茨城県道 290号 常陸多賀停車場線  

茨城県道 291号 下伊勢畑増井線      栃木県と共通 

茨城県道 292号 矢畑横倉新田線      栃木県と共通 

茨城県道 293号 日立停車場線  

茨城県道 294号 東野田古河線      栃木県と共通 

茨城県道 295号 小木津停車場線  

茨城県道 296号 十王停車場線  

茨城県道 297号 十王停車場川尻線  

茨城県道 298号 高萩停車場線  

茨城県道 299号 里見南中郷停車場線  

茨城県道号   

茨城県道 300号 磯原停車場線  

茨城県道 301号 大津港停車場線  

茨城県道 302号 結城停車場線  

茨城県道 303号 舟玉川島停車場線  

茨城県道 304号 小川川島停車場線  

茨城県道 305号 下館停車場線  

茨城県道 306号 下館停車場荒線  

茨城県道 307号 岩瀬停車場線  

茨城県道 308号 羽黒停車場線  

茨城県道 309号 福原停車場線  

茨城県道 310号 稲田停車場線  

茨城県道 311号 笠間停車場線  

茨城県道 312号 古河停車場線  

（欠番）  下菅谷停車場線 

茨城県道 314号 上菅谷停車場線  

茨城県道 315号 下宿常陸鴻ノ巣停車場線  

茨城県道 316号 真岡下館線       栃木県と共通 

茨城県道 317号 瓜連停車場線  

茨城県道 318号 小場常陸大宮停車場線  

茨城県道 319号 玉川村停車場線 

茨城県道 320号 下小川停車場線 

茨城県道 321号 上檜沢下小川停車場線 

茨城県道 322号 諸沢西金停車場線 

茨城県道 323号 上小川停車場線 

茨城県道 324号 袋田停車場四度ノ滝線 

茨城県道 325号 常陸大子停車場線 

茨城県道 326号 下野宮停車場線 

茨城県道 327号 寺原停車場線 

茨城県道 328号 谷井田稲戸井停車場線 

茨城県道 329号 小山菅生小絹停車場線 

茨城県道 330号 水海道停車場線 

茨城県道 331号 三妻停車場線 

茨城県道 332号 石下停車場線 

茨城県道 333号 宗道停車場線 

茨城県道 334号 下妻停車場線 

茨城県道 335号 大宝停車場線  

茨城県道 336号 太田郷停車場線  

茨城県道 337号 竜ケ崎停車場線  

（欠番）  常陸小川停車場線廃止 

（欠番）  大和田桃浦停車場線廃止 

（欠番）  玉造停車場線廃止 

（欠番）  鉾田停車場線廃止 

茨城県道 342号 上水戸停車場千波公園線  

茨城県道 343号 木崎雨引停車場線⇒木崎雨引線  線名変更 

茨城県道 344号 真鍋停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）  紫尾停車場線廃止 

（欠番）  真壁停車場線廃止 

（欠番）  樺穂停車場線廃止 

茨城県道 350号 平泉潮来線  

茨城県道 351号 馬渡水戸線  

（欠番）   

（欠番）  御前山芳賀線廃止 

茨城県道 354号 五浦海岸線  

茨城県道 355号 東楢戸真瀬線  

茨城県道 356号 城里那珂線  

茨城県道 357号 谷和原下館線⇒谷和原筑西線   線名変更 

茨城県道 358号 日立東海線  

茨城県道 359号 百里飛行場線⇒茨城空港線   線名変更 

茨城県道 360号 大和田羽生線  

（欠番）  361-499  

茨城県道 500号 茨城大洗自転車道線  

（欠番） 岩瀬土浦自転車道線⇒桜川土浦自転車道線 

       廃止⇒茨城県道 505号 

茨城県道 502号 取手水海道自転車道線⇒ 

   取手常総自転車道線    線名変更 

茨城県道 503号 古河岩井自転車道線⇒ 

       古河坂東自転車道線 線名変更 

（欠番）  潮来土浦自転車道線廃止⇒茨城県道 505号 

茨城県道 505号 桜川土浦潮来自転車道線 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R09:栃木県道一覧 
 

栃木県道 1号 宇都宮・笠間線 

栃木県道 2号 宇都宮・栃木線 

栃木県道 3号 宇都宮・亀和田・栃木線 

栃木県道 4号 宇都宮・鹿沼線 

栃木県道 5号 足利・太田線 

栃木県道 6号 宇都宮・楡木線 

栃木県道 7号 佐野・行田線 

栃木県道 8号 足利・館林線 

栃木県道 9号 佐野・古河線 

栃木県道 10号 宇都宮・那須烏山線 

栃木県道 11号 栃木・藤岡線 

栃木県道 12号 那須烏山・御前山線 

栃木県道 13号 大子・黒羽線 

栃木県道 14号 鹿沼・日光線 

栃木県道 15号 鹿沼・足尾線 

栃木県道 16号 佐野・田沼線  

栃木県道 17号 那須高原線  
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栃木県道 18号 小山・壬生線  

栃木県道 19号 藤原・塩原線  

栃木県道 20号 足利・邑楽・行田線  

栃木県道 21号 湯本・小島線    湯本漆塚線から改称 

栃木県道 22号 大沢・宇都宮線  

栃木県道 23号 川俣温泉・川治線  

（欠番）   

栃木県道 25号 那須烏山・矢板線  

（欠番）   

栃木県道 27号 那須・黒羽・茂木線  

栃木県道 28号 大子・那須線  

栃木県道 29号 常陸太田・那須烏山線  

栃木県道 30号 矢板・那須線  

栃木県道 31号 栃木・小山線  

栃木県道 32号 栃木・粕尾線 

栃木県道 33号 小山環状線 

栃木県道 34号 黒磯・黒羽線 

栃木県道 35号 宇都宮・結城線 

栃木県道 36号 岩舟・小山線 

栃木県道 37号 栃木・粟野線 

栃木県道 38号 足利・千代田線 

栃木県道 39号 足利・伊勢崎線 

栃木県道 40号 足利環状線 

栃木県道 41号 つくば・益子線 

（欠番）  

（欠番）  

栃木県道 44号 栃木・二宮線 

栃木県道 45号 つくば・真岡線 

栃木県道 46号 宇都宮・真岡線 

栃木県道 47号 真岡・上三川線 

栃木県道 48号 大田原・氏家線 

（欠番）  

栃木県道 50号 藤岡・乙女線 

栃木県道 51号 水戸・茂木線 

栃木県道 52号 矢板・那珂川線 

栃木県道 53号 大田原・高林線 

栃木県道 54号 明野・間々田線 

栃木県道 55号 西那須野・那須線 

栃木県道 56号 塩原・矢板線 

栃木県道 57号 館林・藤岡線 

栃木県道 58号 草久・足尾線 

（欠番）  

栃木県道 60号 黒磯・棚倉線 

栃木県道 61号 真岡・那須烏山線 

栃木県道 62号 今市・氏家線 

栃木県道 63号 藤原・宇都宮線 

栃木県道 64号 宇都宮・向田線 

栃木県道 65号 鹿沼・下野線 

栃木県道 66号 桐生・田沼線 

栃木県道 67号 桐生・岩舟線 

栃木県道 68号 那須・西郷線 

栃木県道 69号 宇都宮・茂木線 

栃木県道 70号 宇都宮・今市線 

栃木県道 71号 羽生田・上蒲生線 

栃木県道 72号 大田原・芦野線 

栃木県道 73号 上横倉・下岡本線 

栃木県道 74号 塩谷・喜連川線 

栃木県道 75号 栃木・佐野線 

栃木県道 76号 伊王野・白河線 

栃木県道 77号 宇都宮・船生・高徳線 

（欠番）  かつての石橋停車場線） 

栃木県道 101号 宝積寺停車場線 

栃木県道 102号 烏山停車場線 

栃木県道 103号 間々田停車場線 

栃木県道 104号 小金井停車場線 

栃木県道 105号 豊原停車場線 

栃木県道 106号 久下田停車場線 

栃木県道 107号 氏家停車場線 

栃木県道 108号 益子停車場線 

栃木県道 109号 茂木停車場線 

栃木県道 110号 下野大沢停車場線 

栃木県道 111号 七井停車場線 

栃木県道 112号 雀宮停車場線 

栃木県道 113号 那須塩原停車場線 

栃木県道 114号 佐久山・喜連川線 

栃木県道 115号 田沼・唐沢山公園線 

栃木県道 116号 足利市停車場線 

栃木県道 117号 新栃木停車場線 

栃木県道 118号 下今市停車場線 

栃木県道 119号 真岡・岩瀬線 

栃木県道 120号 新鹿沼停車場線 

栃木県道 121号 壬生停車場線 

栃木県道 122号 藤岡停車場線 

栃木県道 123号 葛生停車場線 

栃木県道 124号 田沼停車場線 

栃木県道 125号 氏家・宇都宮線 

栃木県道 126号 栃木・田沼線 

栃木県道 127号 楡木停車場線 

栃木県道 128号 佐野・太田線 

栃木県道 129号 福居停車場線 

栃木県道 130号 静和停車場線 

栃木県道 131号 金崎停車場線 

栃木県道 132号 安塚停車場線 

栃木県道 133号 岩舟停車場線 

栃木県道 134号 西田井停車場線 

栃木県道 135号 市塙停車場線 

栃木県道 136号 多田停車場線 

栃木県道 137号 樅山停車場線 

栃木県道 138号 富田停車場線 

栃木県道 139号 原向停車場線 

栃木県道 140号 真岡停車場線 

栃木県道 141号 唐沢山公園線 

栃木県道 142号 通洞停車場線 

栃木県道 143号 黒田原停車場線 

栃木県道 144号 築地・吉水線 

（欠番）  

栃木県道 146号 結城・石橋線 

栃木県道 147号 小金井・結城線 

栃木県道 148号 野田・多々良停車場線 

栃木県道 149号 小来川・文挟・石那田線 

栃木県道 150号 山久保・平ケ崎線 

栃木県道 151号 堀米停車場線 

栃木県道 152号 赤岩・足利線 

栃木県道 153号 南小林・栃木線 

栃木県道 154号 下高根沢・氷室線 

栃木県道 155号 羽生田・鶴田線 

栃木県道 156号 石末・真岡線 

栃木県道 157号 下岡本・上戸祭線 

栃木県道 158号 下岡本・上三川線 

栃木県道 159号 小林・逆面線 

栃木県道 160号 和泉・間々田線 

栃木県道 161号 下河戸・片岡線 

（欠番）  

栃木県道 163号 黒田・市塙・真岡線 

栃木県道 164号 板荷・玉田線 

栃木県道 165号 市塙・北長島線 

栃木県道 166号 西田井・二宮線 

栃木県道 167号 蛭田・喜連川線 

栃木県道 168号 静・藤岡線 

栃木県道 169号 栗山・日光線 

栃木県道 170号 親園・南金丸線 

栃木県道 171号 山内・上境線 

栃木県道 172号 上田・壬生線 

栃木県道 173号 萩島・白鳥線 

栃木県道 174号 南小林・松原線 



 ４１ 

栃木県道 175号 山形・寺岡線 

栃木県道 176号 杉山・石末線 

栃木県道 177号 上久我・栃木線 

栃木県道 178号 稲沢・高久線 

栃木県道 179号 稲沢・黒羽線 

栃木県道 180号 蒲須坂・喜連川線 

栃木県道 181号 上高根沢・氏家線 

栃木県道 182号 東小屋・黒羽線 

栃木県道 183号 下野・壬生線 

栃木県道 184号 安塚・雀宮線 

栃木県道 185号 関谷・上石上線 

栃木県道 186号 寄居・豊原停車場線 

栃木県道 187号 物井・寺内線 

栃木県道 188号 大谷観音線 

（欠番）  

栃木県道 190号 境・間々田線 

栃木県道 191号 大戦防・小山線 

栃木県道 192号 滝沢・野崎停車場線 

栃木県道 193号 雀宮・真岡線 

栃木県道 194号 寂光滝線 

栃木県道 195号 裏見滝線 

栃木県道 196号 宇都宮停車場線 

栃木県道 197号 西原・西田井停車場線 

栃木県道 198号 足利停車場線 

栃木県道 199号 上永野・下永野線 

栃木県道 200号 秋山・葛生線 

栃木県道 201号 作原・田沼線 

栃木県道 202号 仙波・鍋山線 

栃木県道 203号 日光停車場線 

栃木県道 204号 結城・二宮線 

栃木県道 205号 須賀川・大子線 

栃木県道 206号 飯・茂木線 

栃木県道 207号 高田・筑西線 

栃木県道 208号 飛駒・足利線 

（欠番）  

栃木県道 210号 柏倉・葛生線 

栃木県道 211号 豊原・高久線 

栃木県道 212号 赤沢・茂木線 

栃木県道 213号 栃木停車場線 

栃木県道 214号 福良・羽川線 

栃木県道 215号 佐野停車場線 

栃木県道 216号 岩瀬・二宮線 

栃木県道 217号 鹿沼停車場線 

栃木県道 218号 名草・小俣線 

栃木県道 219号 松田・葉鹿線 

栃木県道 220号 大久保・蒲須坂線 

栃木県道 221号 国谷・家中停車場線 

栃木県道 222号 熊田・喜連川線 

栃木県道 223号 寺岡・館林線 

栃木県道 224号 小砂・小口線 

栃木県道 225号 花岡・狹間田線 

（欠番）  

栃木県道 227号 小俣・桐生線 

（欠番）  

栃木県道 229号 今市停車場線 

栃木県道 230号 下大羽・益子線 

栃木県道 231号 山内・牧野線 

栃木県道 232号 矢又・大内線 

栃木県道 233号 小川・大金停車場線 

栃木県道 234号 小田野・大那地線 

栃木県道 235号 黒磯停車場線 

栃木県道 236号 矢板停車場線 

栃木県道 237号 赤見・本町線 

（欠番）  

栃木県道 239号 白沢・下小倉線 

栃木県道 240号 石裂・上日向線 

栃木県道 241号 上日向・山越線 

栃木県道 242号 矢板・塩谷線 

栃木県道 243号 小山・城内線 

（欠番）  

栃木県道 245号 栗山・今市線 

栃木県道 246号 草久・粟野線 

栃木県道 247号 日光・今市線 

栃木県道 248号 日光だいや川公園線 

栃木県道 249号 黒部・西川線 

栃木県道 250号 中宮祠・足尾線 

（欠番）  

栃木県道 252号 蛭沼・川連線 

栃木県道 253号 借宿・八幡線 

栃木県道 254号 丸山・葉鹿線 

栃木県道 255号 塙・芳賀線 

栃木県道 256号 竜舞・山前停車場線 

栃木県道 257号 西小塙・真岡線 

（欠番）  

栃木県道 259号 折戸・西那須野線 

栃木県道 260号 緑町・山辺停車場線 

栃木県道 261号 野木・古河線 

栃木県道 262号 益子公園線 

栃木県道 263号 小山停車場線 

栃木県道 264号 小山・結城線 

栃木県道 265号 粟宮・喜沢線 

栃木県道 266号 中塩原・板室・那須線 

（欠番）  

栃木県道 268号 鹿沼環状線 

栃木県道 269号 太平山公園線 

栃木県道 270号 佐野環状線 

栃木県道 271号 大田原・矢板線 

栃木県道 272号 県民の森・矢板線 

栃木県道 273号 東古屋・上寺島線 

栃木県道 274号 牧野・大沢線 

栃木県道 275号 大山田下郷・小砂線 

栃木県道 276号 井頭公園線 

栃木県道 277号 小来川・清滝線 

栃木県道 278号 中野・福居線 

栃木県道 279号 大桑・大沢線 

栃木県道 280号 入粟野・引田線 

栃木県道 281号 板荷・引田線 

栃木県道 282号 中・岩舟線 

栃木県道 283号 仙波・葛生線 

栃木県道 284号 松田・大月線 

栃木県道 285号 福原・小川線 

栃木県道 286号 深沢・岩瀬線 

栃木県道 287号 山内・上小瀬線 

栃木県道 288号 大橋・家中線 

栃木県道 289号 二宮・宇都宮自転車道線 

栃木県道 290号 那須・甲子線 

栃木県道 291号 下伊勢畑・増井線 

栃木県道 292号 矢畑・横倉新田線 

栃木県道 293号 庚申山公園線 

栃木県道 294号 東野田・古河線 

栃木県道 295号 今市スポーツセンター線 

栃木県道 296号 小山・都賀線 

栃木県道 297号 山本・下大羽線 

栃木県道 298号 小口・黒羽線 

栃木県道 299号 西川田停車場線 

栃木県道 300号 新大平下停車場線 

栃木県道 301号 国谷停車場線 

栃木県道 302号 おもちゃのまち停車場線 

栃木県道 303号 黒磯・高久線 

（欠番）  

栃木県道 305号 豊原・大島線 

栃木県道 306号 西那須野・下石上線 

栃木県道 307号 深程・楡木線 

栃木県道 308号 那須野が原公園線 

栃木県道 309号 栃木環状線 
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栃木県道 310号 下野・二宮線 

栃木県道 311号 小山・大平線 

（欠番）  かつての大平下停車場線） 

栃木県道 313号 渡良瀬遊水地・壬生自転車道線 

栃木県道 314号 佐川野・友沼線 

栃木県道 315号  

栃木県道 316号 真岡・筑西線 

栃木県道 317号 西那須野停車場線 

（欠番）  318-319 

栃木県道 320号 二宮・宇都宮線 

栃木県道 321号 南方・須佐木線 

（欠番）  322-334 

栃木県道 335号 西川田停車場・運動公園線 

栃木県道 336号 自治医大停車場線 

栃木県道 337号 下日向・粟野線 

栃木県道 338号 芳賀・茂木線 

栃木県道 339号 小山・下野線 

栃木県道 340号 壬生インター線 

栃木県道 341号 宝積寺・太田線 

栃木県道 342号 中田原・寒井線 

栃木県道 343号 蛭畑・須佐木線 

栃木県道 344号 湯本・大島線 

栃木県道 345号 葛生・船越線 

栃木県道 346号 みかも山公園線 

栃木県道 347号 佐野田沼インター線 

栃木県道 348号 上河内スマートインター線 

栃木県道 349号 那須高原スマートインター線 

栃木県道 350号 栗山・舘岩線 

栃木県道 351号 黒磯板室インター線 

栃木県道 352号 佐野 SAスマートインター線 

栃木県道 353号 蒲須坂・乙畑線 

（欠番）  354-368 

栃木県道 369号 黒磯・田島線 

（欠番）  370-401 

栃木県道 402号 桐生・足利・藤岡自転車道線 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R10:群馬県道一覧 

 

群馬県道 1号 沼田檜枝岐線     尾瀬往還 

群馬県道 2号 前橋館林線   

     旧・前橋古河線、太田県道、旧・古河街道、館林線 

群馬県道 3号 前橋大間々桐生線    大胡県道 

群馬県道 4号 前橋赤城線      赤城県道 

群馬県道 5号 足利太田線  

群馬県道 6号 前橋箕郷線        箕郷線 

群馬県道 7号 佐野行田線  

群馬県道 8号 足利館林線  

群馬県道 9号 佐野古河線  

群馬県道 10号 前橋安中富岡線       安中線 

群馬県道 11号 前橋玉村線        玉村線 

群馬県道 12号 前橋高崎線      旧 17号、前橋街道 

群馬県道 13号 前橋長瀞線    長瀞線、藤岡県道 

群馬県道 14号 伊勢崎深谷線  

群馬県道 15号 前橋伊香保線     水沢街道 

群馬県道 16号 大胡赤城線  

群馬県道 17号 前橋停車場線    けやき並木 

群馬県道 18号 伊勢崎本庄線  

（欠番）   

群馬県道 20号 足利邑楽行田線  

（欠番）   

群馬県道 22号 上里鬼石線 

群馬県道 23号 藤岡本庄線  

群馬県道 24号 高崎伊勢崎線  

群馬県道 25号 高崎渋川線   高渋線、三国街道、渋川街道 

群馬県道 26号 高崎安中渋川線  

群馬県道 27号 高崎駒形線        高駒線 

群馬県道 28号 高崎東吾妻線    旧・高崎榛名吾妻線 

群馬県道 29号 あら町下室田線  旧・高崎榛名線、経大前通り 

群馬県道 30号 寺尾藤岡線  

群馬県道 31号 高崎停車場線  

（欠番）   

群馬県道 33号 渋川松井田線  

群馬県道 34号 渋川大胡線 南面道路 

群馬県道 35号 渋川東吾妻線  旧・渋川吾妻線、日陰道 

群馬県道 36号 渋川下新田線   旧・渋川新治線、三国街道 

（欠番）   

群馬県道 38号 足利千代田線  

群馬県道 39号 足利伊勢崎線     足利県道 

群馬県道 40号 藤岡大胡線  

群馬県道 41号 神田吉井停車場線  

（欠番）   

群馬県道 43号 下仁田軽井沢線  

群馬県道 44号 下仁田浅科線  

群馬県道 45号 下仁田上野線  

群馬県道 46号 富岡神流線     旧・富岡万場線 

群馬県道 47号 一ノ宮妙義線    旧・富岡妙義線 

群馬県道 48号 下仁田安中倉渕線  

群馬県道 49号 藤木高崎線  

（欠番）   

群馬県道 51号 松井田下仁田線  

（欠番）  

群馬県道 53号 中之条湯河原線  

群馬県道 54号 長野原倉渕線  

群馬県道 55号 中之条草津線  

群馬県道 56号 北軽井沢松井田線  

群馬県道 57号 館林藤岡線  

群馬県道 58号 中之条東吾妻線   旧・中之条吾妻線 

群馬県道 59号 草津嬬恋線  

（欠番）   

群馬県道 61号 沼田水上線      水上道路 

群馬県道 62号 沼田大間々線  

群馬県道 63号 水上片品線  

群馬県道 64号 平川横塚線     旧・平川沼田線 

群馬県道 65号 昭和インター線  

群馬県道 66号 桐生田沼線  

群馬県道 67号 桐生岩舟線  

群馬県道 68号 桐生伊勢崎線     桐生県道 

群馬県道 69号 大間々世良田線   旧・大間々尾島線 

群馬県道 70号 大間々上白井線   旧・大間々子持線 

群馬県道 71号 高崎神流秩父線    旧・高崎万場秩父線 

（欠番）   

群馬県道 73号 伊勢崎大間々線  

群馬県道 74号 伊勢崎大胡線  

群馬県道 75号 伊勢崎停車場線  

群馬県道 76号 前橋西久保線    旧・前橋赤堀線 

（欠番）   

群馬県道 78号 太田大間々線  

群馬県道 79号 79-82  

群馬県道 83号 熊谷館林線  

（欠番） 84-91  

群馬県道 92号 松井田軽井沢線  

群馬県道 93号 下仁田臼田線  

群馬県道 94号 東御嬬恋線     旧・東部嬬恋線 

群馬県道 101号 四ツ塚原之郷前橋線  

群馬県道 102号 三夜沢国定停車場線  

群馬県道 103号 深津伊勢崎線  
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群馬県道 104号 駒形柴町線  

群馬県道 105号 総社石倉線  

群馬県道 106号 新前橋停車場線  

群馬県道 107号 群馬総社停車場線  

群馬県道 108号 下仁田佐久穂線  

群馬県道 109号 石倉前橋停車場線  

群馬県道 110号 駒形停車場線  

群馬県道 111号 大胡停車場線  

群馬県道 112号 大前須坂線  

群馬県道 113号 粕川停車場線  

群馬県道 114号 苗ヶ島飯土井線    旧・宮城前橋線 

（欠番）  115-120  

群馬県道 121号 和田多中倉賀野線  

群馬県道 122号 八本松松井田線  

群馬県道 123号 柏木沢大八木線   旧・柏木沢高崎線 

群馬県道 124号 上野小海線  

群馬県道 125号 一本木平小井戸安中線  

群馬県道 126号 榛名山箕郷線  

群馬県道 127号 足門前橋線     足門街道  

群馬県道 128号 佐野太田線  

群馬県道 129号 飯玉本町線  

群馬県道 130号 落合上里見線    旧・落合榛名線 

群馬県道 131号 児玉新町線  

群馬県道 132号 下里見安中線  

群馬県道 133号 元島名倉賀野線  

群馬県道 134号 新田町新後閑線  

群馬県道 135号 井野停車場線  

群馬県道 136号 綿貫倉賀野停車場線  

群馬県道 137号 箕郷板鼻線  

群馬県道 138号 倉賀野停車場線  

群馬県道 139号 群馬八幡停車場剣崎線  

（欠番）  

群馬県道 141号 群馬八幡停車場藤塚線  

群馬県道 142号 綿貫篠塚線  

（欠番）  143-147  

群馬県道 148号 野田多々良停車場線 旧・御厨多々良停車場線 

（欠番）  149-150  

群馬県道 151号 津久田停車場前橋線    石井県道 

群馬県道 152号 赤岩足利線  

群馬県道 153号 水沢足門線     旧・水沢群馬線 

群馬県道 154号 新井下室田線    旧・新井榛名線 

群馬県道 155号 伊香保村上線    旧・伊香保小野上線 

群馬県道 156号 分郷八崎寄居線  

群馬県道 157号 赤城山敷島停車場線  

群馬県道 158号 宮田吹屋線  

群馬県道 159号 持柏木寄居線  

群馬県道 160号 下箱田岩上線    旧・下箱田下河原線 

群馬県道 161号 南新井前橋線  

群馬県道 162号 八木原停車場線  

群馬県道 163号 八木原停車場小倉線  

群馬県道 164号 渋川吉岡線  

（欠番）  165-170  

群馬県道 171号 吉井安中線  

群馬県道 172号 小平下仁田線  

群馬県道 173号 金井倉賀野停車場線  

群馬県道 174号 下栗須馬庭停車場線  

群馬県道 175号 上日野藤岡線  

群馬県道 176号 下日野神田線  

群馬県道 177号 会場鬼石線  

群馬県道 178号 中島新町線  

群馬県道 179号 新町停車場線  

群馬県道 180号 群馬藤岡停車場線  

（欠番）  181-190  

群馬県道 191号 妙義山線  

群馬県道 192号 秋畑富岡線  

群馬県道 193号 下仁田小幡線  

群馬県道 194号 宇田磯部停車場線  

群馬県道 195号 南蛇井下仁田線  

群馬県道 196号 上小坂四ツ家妙義線  

群馬県道 197号 下高尾小幡線  

群馬県道 198号 南後箇七日市線  

群馬県道 199号 菅原一ノ宮線    旧・菅原富岡線 

群馬県道 200号 後賀山名停車場線 

群馬県道 201号 星尾羽沢線 

群馬県道 202号 黒滝山小沢線 

群馬県道 203号 金井高崎線 

群馬県道 204号 金井小幡線 

群馬県道 205号 福島停車場線 

群馬県道 206号 富岡停車場線 

群馬県道 207号 一ノ宮停車場線 

群馬県道 208号 下仁田停車場線 

群馬県道 209号 貫前神社線 

（欠番）  

群馬県道 211号 安中榛名湖線 

群馬県道 212号 安中富岡線 

群馬県道 213号 磯部停車場妙義山線 

群馬県道 214号 磯部停車場上野尻線 

群馬県道 215号 恵宝沢原貝戸線 

群馬県道 216号 長久保郷原線   旧・長久保安中線 

群馬県道 217号 松井田中宿線    旧・松井田中野谷安中線 

群馬県道 218号 中野谷富岡線  

（欠番）      かつての安中停車場線 

群馬県道 220号 磯部停車場線  

群馬県道 221号 西松井田停車場線  

群馬県道 222号 横川停車場線  

群馬県道 223号 寺岡館林線  

群馬県道 224号 小根山森林公園線  

（欠番）   

（欠番）   

群馬県道 227号 小俣桐生線     旧・坂西桐生線 

（欠番）  228-230  

群馬県道 231号 大道横尾線  

群馬県道 232号 植栗伊勢線  

（欠番）   

群馬県道 234号 下沢渡原町線  

群馬県道 235号 大笹北軽井沢線  

群馬県道 236号 中之条停車場線  

群馬県道 237号 郷原停車場線  

（欠番）  かつての川原湯川原湯停車場線  

群馬県道 239号 四万温泉線  

群馬県道 240号 新巻市城線  

群馬県道 241号 嬬恋応桑線  

（欠番）  242-250  

群馬県道 251号 沼田赤城線  

群馬県道 252号 水上停車場谷川線  

群馬県道 253号 小日向沼田線   旧・小日向上津沼田線 

群馬県道 254号 丸山葉鹿線    旧・毛里田坂西線 

群馬県道 255号 下久屋渋川線  

群馬県道 256号 竜舞山前停車場線  旧・龍舞山前停車場線 

群馬県道 257号 根利八木原大間々線  

群馬県道 258号 中瀬牧西線  

群馬県道 259号 新野岡部停車場線  

群馬県道 260号 尾瀬ヶ原土出線  

群馬県道 261号 法師吹路線  

群馬県道 262号 沼田停車場薄根線  

群馬県道 263号 富士山横塚線  

群馬県道 264号 宝川久保線  

群馬県道 265号 道木佐山沼田線  

群馬県道 266号 上発知材木町線  

群馬県道 267号 日向南郷大原線  

群馬県道 268号 船笹神戸停車場線  

群馬県道 269号 戸鹿野下之町線  

群馬県道 270号 相俣湯原線     旧・相俣水上線 

群馬県道 271号 月夜野下牧線  

群馬県道 272号 月夜野猿ヶ京温泉線  

群馬県道 273号 後閑羽場線    旧・月夜野新治線 
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群馬県道 274号 沼田停車場線  

群馬県道 275号 由良深谷線  

群馬県道 276号 新堀尾島線  

群馬県道 277号 老神温泉線  

群馬県道 278号 中野福居線     旧・中野御厨線 

群馬県道 279号 石倉上牧線  

（欠番）  280-288  

群馬県道 289号 矢納浄法寺線    旧・矢納鬼石線 

（欠番）   

群馬県道 291号 境木島大間々線    旧・境大間々線 

群馬県道 292号 伊勢崎新田上江田線  旧・伊勢崎新田線 

群馬県道 293号 香林羽黒線     旧・香林西国定伊勢崎線 

群馬県道 294号 国定薮塚線    旧・西国定薮塚線 

群馬県道 295号 境島村今泉線  旧・新地伊勢崎線、新地今泉線 

群馬県道 296号 八斗島境線  

群馬県道 297号 平塚境停車場線  

群馬県道 298号 平塚亀岡線     旧・平塚尾島線 

群馬県道 299号 国定停車場線  

群馬県道 300号 新伊勢崎停車場線  

群馬県道 301号 妻沼小島太田線    旧・小島太田線 

（欠番）  302-303  

群馬県道 304号 今泉館林線  

（欠番）   

群馬県道 306号 上中森鴻巣線  

（欠番）  307-310  

群馬県道 311号 新田上江田尾島線   旧・新田尾島線 

群馬県道 312号 太田境東線       旧・太田境線 

群馬県道 313号 太田大泉線  

群馬県道 314号 古戸館林線  

群馬県道 315号 大原境三ツ木線      旧・大原境線 

群馬県道 316号 太田桐生線  

群馬県道 317号 太田停車場線  

群馬県道 318号 治良門橋停車場線  

（欠番）  かつての藪塚停車場線  

群馬県道 320号 中小泉停車場線  

群馬県道 321号 金山城址線  

群馬県道 322号 新田市野井線      旧・市野井線 

群馬県道 323号 鳥山竜舞線  

（欠番）  324-330  

群馬県道 331号 吉田太田部譲原線  旧・太田部鬼石線 

群馬県道 332号 桐生新田木崎線    旧・桐生新田線 

群馬県道 333号 上神梅大胡線  

群馬県道 334号 小平塩原線  

群馬県道 335号 梨木上神梅停車場線  

群馬県道 336号 梨木香林線  

群馬県道 337号 上藤生大洲線  

群馬県道 338号 駒形大間々線  

群馬県道 339号 相生停車場線  

群馬県道 340号 如来堂大間々線  

群馬県道 341号 太田熊谷線  

群馬県道 342号 川内堤線  

群馬県道 343号 沢入桐生線  

群馬県道 344号 阿左美桐生線  

群馬県道 345号 花輪水沼線  

群馬県道 346号 岩宿停車場線  

（欠番）  かつての桐生停車場線  

群馬県道 348号 大間々停車場線  

群馬県道 349号 花輪停車場線  

群馬県道 350号 新桐生停車場線  

群馬県道 351号 西桐生停車場線  

群馬県道 352号 笠懸赤堀今井線    旧・笠懸赤堀線 

（欠番）  353-360  

群馬県道 361号 矢島大泉線  

群馬県道 362号 山王赤生田線  

群馬県道 363号 斗合田岩田岡里線  

群馬県道 364号 除川板倉線  

群馬県道 365号 板倉籾谷館林線  

群馬県道 366号 江口館林線  

群馬県道 367号 海老瀬飯野線  

群馬県道 368号 上中森川俣停車場線  

群馬県道 369号 麦倉川俣停車場線  

群馬県道 370号 館林停車場線  

群馬県道 371号 多々良停車場線  

群馬県道 372号 つつじヶ丘線  

群馬県道 373号 海老瀬館林線  

（欠番）   

群馬県道 375号 林岩下線    旧・林東吾妻線、吾妻峡南道路 

群馬県道 376号 林長野原線      王城道路 

群馬県道 377号 川原畑大戸線  

群馬県道 378号 長野原草津口停車場線  

（欠番）  379-400 

群馬県道 401号 高崎伊勢崎自転車道線 

群馬県道 402号 桐生足利藤岡自転車道線 

（欠番）  かつての玉村渋川自転車道線→416号 

（欠番）  404-415 

群馬県道 416号 利根川自転車道線 

（欠番）  417-465 

群馬県道 466号 牧干俣線 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R11:埼玉県道一覧 
 

埼玉県道 1号 さいたま川口線     第二産業道路 

埼玉県道 2号 さいたま春日部線      旧国道 16号 

埼玉県道 3号 さいたま栗橋線    大栗線、さい栗線、栗橋線 

埼玉県道 4号 東京所沢線      所沢街道 

埼玉県道 5号 さいたま菖蒲線     第二産業道路 

埼玉県道 6号 川越所沢線 かわとこ線 

埼玉県道 7号 佐野行田線 館林道 

埼玉県道 8号 川越入間線 茶つみ通り 

埼玉県道 9号 佐野古河線  

埼玉県道 10号 春日部松伏線  

埼玉県道 11号 熊谷小川秩父線     小川県道 

埼玉県道 12号 川越栗橋線 川栗線 

埼玉県道 13号 前橋長瀞線  

埼玉県道 14号 伊勢崎深谷線  

埼玉県道 15号 川越日高線  

埼玉県道 16号 立川所沢線  

埼玉県道 17号 所沢府中線  

埼玉県道 18号 伊勢崎本庄線  

埼玉県道 19号 越谷野田線  

埼玉県道 20号 足利邑楽行田線  

埼玉県道 21号 三郷松伏線  

埼玉県道 22号 上里鬼石線  

埼玉県道 23号 藤岡本庄線  

埼玉県道 24号 練馬所沢線  

埼玉県道 25号 飯田橋石神井新座線  

埼玉県道 26号 境杉戸線  

埼玉県道 27号 東松山鴻巣線     松山街道 

埼玉県道 28号 青梅飯能線  

埼玉県道 29号 草加流山線  

埼玉県道 30号 飯能寄居線 相模街道 

埼玉県道 31号 本庄寄居線  

埼玉県道 32号 鴻巣羽生線  

埼玉県道 33号 東松山桶川線  
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埼玉県道 34号 さいたま草加線  

埼玉県道 35号 川口上尾線 産業道路 

埼玉県道 36号 保谷志木線  

埼玉県道 37号 皆野両神荒川線  

埼玉県道 38号 加須鴻巣線  

埼玉県道 39号 川越坂戸毛呂山線  

埼玉県道 40号 さいたま東村山線     志木街道 

埼玉県道 41号 東松山越生線     越生街道 

埼玉県道 42号 松伏春日部関宿線  

埼玉県道 43号 皆野荒川線  

埼玉県道 44号 秩父児玉線  

埼玉県道 45号 本庄妻沼線  

埼玉県道 46号 加須北川辺線  

埼玉県道 47号 深谷東松山線  

埼玉県道 48号 越谷岩槻線  

埼玉県道 49号 足立越谷線    旧国道 4号、日光街道 

埼玉県道 50号 所沢狭山線  

埼玉県道 51号 川越上尾線  

埼玉県道 52号 越谷流山線  

埼玉県道 53号 青梅秩父線  

埼玉県道 54号 松戸草加線  

埼玉県道 55号 所沢武蔵村山立川線  

埼玉県道 56号 さいたまふじみ野所沢線  

埼玉県道 57号 さいたま鴻巣線  

埼玉県道 58号 台東川口線 第二産業道路 

埼玉県道 59号 羽生妻沼線  

埼玉県道 60号 羽生外野栗橋線  

埼玉県道 61号 越生長沢線  

埼玉県道 62号 深谷寄居線  

埼玉県道 63号 青梅入間線  

（欠番）  さいたま岩槻線→65号  

埼玉県道 65号 さいたま幸手線  

埼玉県道 66号 行田東松山線       館林道 

埼玉県道 67号 葛飾吉川松伏線  

埼玉県道 68号 練馬川口線  

埼玉県道 69号 深谷嵐山線  

埼玉県道 70号 飯能下名栗線     名栗街道 

埼玉県道 71号 高崎神流秩父線  

埼玉県道 72号 秩父荒川線  

埼玉県道 73号 秩父上名栗線  

埼玉県道 74号 日高川島線  

埼玉県道 75号 熊谷児玉線  

埼玉県道 76号 鴻巣川島線  

埼玉県道 77号 行田蓮田線  

埼玉県道 78号 春日部菖蒲線  

埼玉県道 79号 朝霞蕨線 

埼玉県道 80号 野田岩槻線 

埼玉県道 81号 熊谷寄居線 

埼玉県道 82号 長瀞玉淀自然公園線 

埼玉県道 83号 熊谷館林線 

埼玉県道 84号 羽生栗橋線 

埼玉県道 85号 春日部久喜線 

埼玉県道 86号 花園本庄線 

埼玉県道 87号 上尾久喜線 

埼玉県道 88号 和光インター線 

埼玉県道 89号 川口停車場線 

埼玉県道 90号 大宮停車場線 

埼玉県道 91号 熊谷停車場線 

（欠番）  浦和大宮線→164号 

埼玉県道 102号 平方東京線 

埼玉県道 103号 吉場安行東京線 

埼玉県道 104号 川口草加線  

埼玉県道 105号 さいたま鳩ヶ谷線  

埼玉県道 106号 東京鳩ヶ谷線  

埼玉県道 107号 東京川口線  

埼玉県道 108号 東京朝霞線  

埼玉県道 109号 新座和光線  

埼玉県道 110号 川口蕨線  

埼玉県道 111号 蕨桜町線     蕨鳩ヶ谷線から改称 

埼玉県道 112号 和光志木線  

埼玉県道 113号 川越新座線  

埼玉県道 114号 川越越生線  

埼玉県道 115号 越谷八潮線      草加産業道路 

埼玉県道 116号 八潮三郷線  

埼玉県道 117号 蕨停車場線  

埼玉県道 118号 北浦和停車場線  

埼玉県道 119号 与野停車場線  

埼玉県道 120号 上木崎与野停車場線 

埼玉県道 121号 大宮停車場大成線 

（欠番）  122-123 

埼玉県道 124号 高速さいたま戸田線 

（欠番）  

埼玉県道 126号 所沢堀兼狭山線 

埼玉県道 127号 深谷飯塚線 

埼玉県道 128号 熊谷羽生線 

埼玉県道 129号 加須羽生線 

埼玉県道 130号 小江川本田線 

埼玉県道 131号 児玉新町線 

埼玉県道 132号 宮原停車場線 

埼玉県道 133号 上尾停車場線 

埼玉県道 134号 桶川停車場線 

埼玉県道 135号 北本停車場線 

埼玉県道 136号 鴻巣停車場線 

埼玉県道 137号 吹上停車場線 

埼玉県道 138号 行田停車場線 

埼玉県道 139号 籠原停車場線 

（欠番）  

埼玉県道 141号 深谷停車場線 

埼玉県道 142号 本庄停車場線 

埼玉県道 143号 神保原停車場線 

埼玉県道 144号 東大宮停車場線 

埼玉県道 145号 白岡停車場南新宿線 

埼玉県道 146号 六万部久喜停車場線 

埼玉県道 147号 栗橋停車場線 

埼玉県道 148号 騎西鴻巣線 

埼玉県道 149号 加須菖蒲線 

埼玉県道 150号 上尾蓮田線 

埼玉県道 151号 久喜騎西線 

埼玉県道 152号 加須幸手線 

埼玉県道 153号 幸手久喜線  

埼玉県道 154号 蓮田杉戸線  

埼玉県道 155号 さいたま武蔵丘陵森林公園自転車道線  

埼玉県道 156号 三郷幸手自転車道線  

埼玉県道 157号 川越狭山自転車道線  

埼玉県道 158号 川島こども動物自然公園自転車道線  

埼玉県道 159号 さいたま北袋線    赤山東通り 

埼玉県道 160号 川越北環状線  

埼玉県道 161号 越谷川口線（鳩越線）  

埼玉県道 162号 蓮田白岡久喜線  

埼玉県道 163号 狭山ふじみ野線  

埼玉県道 164号 鴻巣桶川さいたま線    旧中山道 

埼玉県道 165号 大谷本郷さいたま線  

（欠番）  166-170  

埼玉県道 171号 ときがわ坂戸線  

埼玉県道 172号 大野東松山線  

埼玉県道 173号 ときがわ熊谷線 

（欠番）  

埼玉県道 175号 小前田児玉線 

（欠番）  176-177 

埼玉県道 178号 北河原熊谷線 

埼玉県道 179号 所沢青梅線 

埼玉県道 180号 南古谷停車場線 

埼玉県道 181号 武蔵高萩停車場線 

埼玉県道 182号 高麗川停車場線 

埼玉県道 183号 次木杉戸線 
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埼玉県道 184号 本田小川線 

埼玉県道 185号 東飯能停車場線 

埼玉県道 186号 毛呂停車場鎌北湖線 

埼玉県道 187号 越生停車場線 

埼玉県道 188号 明覚停車場線 

埼玉県道 189号 小川町停車場線 

埼玉県道 190号 寄居停車場線 

埼玉県道 191号 児玉停車場線 

（欠番）  

埼玉県道 193号 下畑軍畑線 

（欠番）  

埼玉県道 195号 富岡入間線 

埼玉県道 196号 新郷停車場線 

埼玉県道 197号 武州荒木停車場線 

埼玉県道 198号 行田市停車場線 

埼玉県道 199号 行田市停車場酒巻線 

埼玉県道 200号 石原停車場線 

埼玉県道 201号 岩田樋口停車場線 

埼玉県道 202号 野上停車場線 

埼玉県道 203号 長瀞停車場線 

埼玉県道 204号 上長瀞停車場線 

埼玉県道 205号 親鼻停車場線 

埼玉県道 206号 皆野停車場線 

埼玉県道 207号 大野原停車場線 

埼玉県道 208号 秩父停車場秩父公園線 

埼玉県道 209号 小鹿野影森停車場線 

埼玉県道 210号 中津川三峰口停車場線 

埼玉県道 212号 岩殿観音南戸守線 

埼玉県道 213号 曲本さいたま線 

埼玉県道 214号 新方須賀さいたま線 

埼玉県道 215号 宗岡さいたま線 

埼玉県道 216号 上野さいたま線 

（欠番）  

埼玉県道 218号 二本木飯能線 

埼玉県道 219号 狭山下宮寺線 

（欠番）  

埼玉県道 221号 原市場下成木線 

埼玉県道 222号 西所沢停車場線 

埼玉県道 223号 狭山ヶ丘停車場線 

埼玉県道 224号 武蔵藤沢停車場線 

埼玉県道 225号 入曽停車場線 

埼玉県道 226号 入間市停車場線 

埼玉県道 227号 狭山市停車場線 

埼玉県道 228号 飯能停車場線 

埼玉県道 229号 本川越停車場線 

埼玉県道 230号 東吾野停車場線 

埼玉県道 231号 横瀬停車場線 

埼玉県道 232号 西武秩父停車場線 

（欠番）  

埼玉県道 234号 前沢保谷線 

埼玉県道 235号 大間木蕨線 

埼玉県道 236号 新倉蕨線 

（欠番）  237-238 

埼玉県道 239号 足立川口線 

（欠番）  240-241 

埼玉県道 242号 高速葛飾川口線 

埼玉県道 243号 高速足立三郷線 

埼玉県道 244号 志木停車場線 

埼玉県道 245号 鶴瀬停車場線 

埼玉県道 246号 川越市停車場線 

埼玉県道 247号 坂戸停車場線 

埼玉県道 248号 石坂高坂停車場線 

埼玉県道 249号 東松山停車場線 

埼玉県道 250号 森林公園停車場武蔵丘陵森林公園線 

埼玉県道 251号 武蔵嵐山停車場線 

埼玉県道 252号 東伴場地男衾停車場線 

埼玉県道 253号 鉢形停車場線 

埼玉県道 254号 高速板橋戸田線 

埼玉県道 255号 足立さいたま自転車道線 

埼玉県道 256号 片柳川越線 

埼玉県道 257号 冑山熊谷線 

埼玉県道 258号 中瀬牧西線 

埼玉県道 259号 新野岡部停車場線 

埼玉県道 260号 鯨井狭山線 

埼玉県道 261号 笠幡狭山線 

埼玉県道 262号 日高狭山線 

埼玉県道 263号 弁財深谷線 

埼玉県道 264号 原郷熊谷線 

埼玉県道 265号 寄居岡部深谷線 

埼玉県道 266号 ふじみ野朝霞線 

埼玉県道 267号 幸手境線 

埼玉県道 268号 西関宿栗橋線 

埼玉県道 269号 上伊草坂戸線 

埼玉県道 270号 吉田久長秩父線 

埼玉県道 271号 今泉東松山線 

埼玉県道 272号 東大久保ふじみ野線 

埼玉県道 273号 西平小川線 

埼玉県道 274号 赤浜小川線 

埼玉県道 275号 由良深谷線 

埼玉県道 276号 新堀尾島線 

（欠番）  

埼玉県道 278号 秩父多摩甲斐国立公園三峰線 

埼玉県道 279号 両神小鹿野線 

（欠番）  280-281 

埼玉県道 282号 藤倉吉田線 

埼玉県道 283号 下小鹿野吉田線 

埼玉県道 284号 下日野沢東門平吉田線 

（欠番）  285-286 

埼玉県道 287号 長瀞児玉線 

（欠番）  

埼玉県道 289号 矢納浄法寺線 

（欠番）  290-293 

埼玉県道 294号 坂本寄居線 

埼玉県道 295号 松戸三郷線 

埼玉県道 296号 菅谷寄居線 

（欠番）  297-300 

埼玉県道 301号 妻沼小島太田線 

（欠番）  

埼玉県道 303号 弥藤吾行田線 

埼玉県道 304号 今泉館林線 

埼玉県道 305号 礼羽騎西線 

埼玉県道 306号 上中森鴻巣線 

埼玉県道 307号 福田鴻巣線 

埼玉県道 308号 内田ヶ谷鴻巣線 

（欠番）  

埼玉県道 310号 笠原菖蒲線 

埼玉県道 311号 蓮田鴻巣線 

埼玉県道 312号 下石戸上菖蒲線 

埼玉県道 313号 北根菖蒲線 

（欠番）  314-315 

埼玉県道 316号 阿佐間幸手線 

（欠番）  

埼玉県道 318号 並塚幸手線 

埼玉県道 319号 惣新田春日部線 

埼玉県道 320号 西宝珠花春日部線 

埼玉県道 321号 西金野井春日部線 

埼玉県道 322号 東門前蓮田線 

埼玉県道 323号 上尾環状線 

埼玉県道 324号 蒲生岩槻線 

埼玉県道 325号 大野島越谷線 

埼玉県道 326号 川藤野田線 

埼玉県道 327号 草加八潮三郷線 

埼玉県道 328号 金明町鳩ヶ谷線 

（欠番）  329-330 

埼玉県道 331号 吉田太田部譲原線  

埼玉県道 332号 根岸本町線  
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（欠番）   

埼玉県道 334号 三芳富士見線  

埼玉県道 335号 並木川崎線  

埼玉県道 336号 今福木野目線  

埼玉県道 337号 久米所沢線  

（欠番）   

埼玉県道 339号 平沼中老袋線  

埼玉県道 340号 中新田入間川線  

埼玉県道 341号 太田熊谷線     妻沼県道・妻沼街道 

（欠番）   

埼玉県道 343号 岩殿岩井線  

埼玉県道 344号 高坂上唐子線  

埼玉県道 345号 小八林久保田下青鳥線  

埼玉県道 346号 砂原北大桑線  

埼玉県道 347号 馬引沢飯能線  

埼玉県道 348号 下戦場塩貝戸線  

埼玉県道 349号 広木折原線  

埼玉県道 350号 南飯能線  

埼玉県道 351号 沼和田杉山線  

埼玉県道 352号 児玉町蛭川普済寺線  

埼玉県道 353号 針ヶ谷岡線  

（欠番）   

埼玉県道 355号 中瀬普済寺線  

埼玉県道 356号 成塚中瀬線  

埼玉県道 357号 美土里町新堀線  

（欠番） → 旧埼玉県道 358号    三ケ尻新堀線 

埼玉県道 359号 葛和田新堀線  

（欠番）   

埼玉県道 361号 三沢坂本線  

埼玉県道 362号 上中条斎条線  

埼玉県道 363号 石間下吉田線 

埼玉県道 364号 上新郷埼玉線 

埼玉県道 365号 鎌塚鴻巣線 

埼玉県道 366号 三田ヶ谷礼羽線 

埼玉県道 367号 薄小森線 

埼玉県道 368号 飯積向古河線 

埼玉県道 369号 麦倉川俣停車場線 

埼玉県道 370号 北中曽根北大桑線 

埼玉県道 371号 下吉羽幸手線 

埼玉県道 372号 下高野杉戸線 

埼玉県道 373号 堤根杉戸線 

（欠番）  

埼玉県道 375号 西宝珠花屏風線 

埼玉県道 376号 上笹塚谷口線 

埼玉県道 377号 加藤平沼線 

埼玉県道 378号 中井松伏線 

（欠番）   

埼玉県道 380号 柿木町蒲生線  

埼玉県道 381号 東大門安行西立野線  

埼玉県道 382号 早瀬さいたま線  

埼玉県道 383号 惣新田幸手線  

（欠番）   

埼玉県道 385号 武蔵丘陵森林公園広瀬線  旧熊谷東松山道路 

（欠番）  386-390  

埼玉県道 391号 大谷材木町線  

埼玉県道 392号 勅使河原本庄線  

（欠番）  393-394  

埼玉県道 395号 南川上名栗線  

埼玉県道 396号 下早見菖蒲線  

埼玉県道 397号 堀兼根岸線  

埼玉県道 398号 大和田停車場線  

埼玉県道 399号 岩槻停車場線  

埼玉県道 400号 春日部停車場線 

埼玉県道 401号 谷塚停車場線 

埼玉県道 402号 草加停車場線 

埼玉県道 403号 獨協大学前停車場線 

埼玉県道 404号 越谷停車場線 

埼玉県道 405号 北越谷停車場線 

埼玉県道 406号 姫宮停車場線 

（欠番）  

埼玉県道 408号 東武動物公園停車場線 

埼玉県道 409号 和戸停車場線 

埼玉県道 410号 鷲宮停車場線 

埼玉県道 411号 加須停車場線 

埼玉県道 412号 南羽生停車場線 

埼玉県道 413号 羽生停車場線 

埼玉県道 414号 幸手停車場線 

埼玉県道 415号 柳生停車場線 

埼玉県道 416号 利根川自転車道線 

埼玉県道 417号 高崎伊勢崎自転車道線 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R12:千葉県道一覧 
 

千葉県道 1号 市川松戸線 

千葉県道 2号 水戸鉾田佐原線 

千葉県道 3号 つくば野田線 

千葉県道 4号 千葉竜ヶ崎線 

千葉県道 5号 松戸野田線 

千葉県道 6号 市川浦安線 

千葉県道 7号 我孫子関宿線 

千葉県道 8号 船橋我孫子線 

千葉県道 9号 船橋松戸線 

千葉県道 10号 東京浦安線 

千葉県道 11号 取手東線 

千葉県道 12号 鎌ケ谷本埜線 

千葉県道 13号 市原茂原線 

千葉県道 14号 千葉茂原線 

千葉県道 15号 千葉船橋海浜線  

千葉県道 16号 佐原八日市場線  

千葉県道 17号 結城野田線  

千葉県道 18号 成田安食線  

千葉県道 19号 越谷野田線  

千葉県道 20号 千葉大網線      大網街道 

千葉県道 21号 五井本納線  

千葉県道 22号 千葉八街横芝線  

千葉県道 23号 木更津末吉線  

千葉県道 24号 千葉鴨川線  

千葉県道 25号 東金片貝線  

千葉県道 26号 境杉戸線  

千葉県道 27号 茂原大多喜線  

千葉県道 28号 旭小見川線  

千葉県道 29号 草加流山線  

千葉県道 30号 飯岡一宮線  

千葉県道 31号 茂原白子線 

千葉県道 32号 大多喜君津線 

千葉県道 33号 君津平川線 

千葉県道 34号 鴨川保田線 

千葉県道 35号 旭停車場線 

千葉県道 36号 佐原停車場線 

千葉県道 37号 銚子停車場線 

千葉県道 38号 松戸停車場線 

千葉県道 39号 船橋停車場線 

千葉県道 40号 東千葉停車場線 

千葉県道 41号 茂原停車場線 

千葉県道 42号 松伏春日部関宿線 

千葉県道 43号 八街三里塚線 
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千葉県道 44号 成田小見川鹿島港線 

千葉県道 45号 八日市場八街線 

千葉県道 46号 野田牛久線 

千葉県道 47号 守谷流山線 

千葉県道 48号 八日市場野栄線 

千葉県道 49号 八日市場栄線 

千葉県道 50号 東京市川線 

千葉県道 51号 市川柏線 

千葉県道 52号 越谷流山線 

千葉県道 53号 千葉川上八街線 

千葉県道 54号 松戸草加線 

千葉県道 55号 佐原山田線 

千葉県道 56号 佐原椿海線 

千葉県道 57号 千葉鎌ケ谷松戸線 

千葉県道 58号 松尾蓮沼線 

千葉県道 59号 市川印西線 

千葉県道 60号 市川四ツ木線 

千葉県道 61号 船橋印西線 

千葉県道 62号 成田松尾線 

千葉県道 63号 成田下総線 

千葉県道 64号 千葉臼井印西線 

千葉県道 65号 佐倉印西線 

千葉県道 66号 浜野四街道長沼線 

千葉県道 67号 生実本納線 

千葉県道 68号 美浦栄線 

千葉県道 69号 長沼船橋線 

千葉県道 70号 大栄栗源干潟線 

千葉県道 71号 銚子旭線 

千葉県道 72号 穴川天戸線 

千葉県道 73号 銚子海上線 

千葉県道 74号 多古笹本線 

千葉県道 75号 東金豊海線 

千葉県道 76号 成東酒々井線 

千葉県道 77号 富里酒々井線 

千葉県道 78号 横芝上堺線 

千葉県道 79号 横芝下総線 

千葉県道 80号 野田岩槻線 

千葉県道 81号 市原天津小湊線 

千葉県道 82号 天津小湊夷隅線 

千葉県道 83号 山田台大網白里線 

千葉県道 84号 茂原長生線 

千葉県道 85号 茂原夷隅線 

千葉県道 86号 館山白浜線 

千葉県道 87号 袖ケ浦中島木更津線 

千葉県道 88号 富津館山線 

千葉県道 89号 鴨川富山線 

千葉県道 90号 木更津富津線 

千葉県道 91号 竹岡インター線 

千葉県道 92号 君津鴨川線 

千葉県道 93号 久留里鹿野山湊線 

千葉県道 101号 潮来佐原線 

千葉県道 102号 成田両国線 

千葉県道 103号 江戸崎下総線 

千葉県道 104号 八日市場井戸野旭線 

千葉県道 105号 干潟停車場豊畑線 

千葉県道 106号 八日市場佐倉線 

千葉県道 107号 江戸崎神崎線 

千葉県道 108号 横芝停車場白浜線 

千葉県道 109号 横芝停車場吉田線 

千葉県道 110号 郡停車場大須賀線 

千葉県道 111号 松尾停車場線 

千葉県道 112号 成田成東線 

千葉県道 113号 佐原多古線 

千葉県道 114号 八日市場山田線 

千葉県道 115号 久住停車場十余三線 

千葉県道 116号 横芝山武線 

千葉県道 117号 日向停車場極楽寺線 

千葉県道 118号 成東山武線 

千葉県道 119号 東金源線 

千葉県道 120号 多古栗源線 

千葉県道 121号 成東鳴浜線 

千葉県道 122号 飯岡片貝線 

千葉県道 123号 一宮片貝線 

千葉県道 124号 緑海東金線 

千葉県道 125号 山田栗源線 

千葉県道 126号 八幡菊間線 

千葉県道 127号 多古山田線 

千葉県道 128号 日吉誉田停車場線 

千葉県道 129号 誉田停車場中野線 

千葉県道 130号 誉田停車場潤井戸線 

千葉県道 131号 土気停車場千葉中線 

千葉県道 132号 土気停車場金剛地線 

千葉県道 133号 稲毛停車場穴川線 

千葉県道 134号 稲毛停車場稲毛海岸線 

千葉県道 135号 津田沼停車場前原線 

千葉県道 136号 佐倉停車場千代田線 

千葉県道 137号 宗吾酒々井線 

千葉県道 138号 正気茂原線 

千葉県道 139号 茂原五井線 

千葉県道 140号 五井山倉線 

千葉県道 141号 五井町田線 

千葉県道 142号 岩井野田線 

千葉県道 143号 南総昭和線 

千葉県道 144号 南総姉崎線 

千葉県道 145号 長浦上総線 

千葉県道 146号 木更津根形線 

千葉県道 147号 長柄大多喜線 

千葉県道 148号 南総一宮線 

千葉県道 149号 八日市場府馬線 

千葉県道 150号 大多喜一宮線 

千葉県道 151号 夷隅瑞沢線 

千葉県道 152号 一宮椎木長者線 

千葉県道 153号 夷隅太東線 

千葉県道 154号 夷隅長者線 

千葉県道 155号 四街道上志津線 

千葉県道 156号 船橋埠頭線 

千葉県道 157号 大貫青堀線 

千葉県道 158号 君津青堀線 

千葉県道 159号 君津大貫線 

千葉県道 160号 加茂木更津線 

千葉県道 161号 成田滑河線 

千葉県道 162号 岩井関宿野田線 

千葉県道 163号 小櫃佐貫停車場線 

千葉県道 164号 荻作君津線 

千葉県道 165号 横田停車場上泉線 

千葉県道 166号 馬来田停車場富岡線 

千葉県道 167号 馬来田停車場中川線 

千葉県道 168号 鶴舞馬来田停車場線 

千葉県道 169号 南総馬来田線 

千葉県道 170号 我孫子利根線 

千葉県道 171号 加茂長南線 

千葉県道 172号 大多喜里見線 

千葉県道 173号 南総月出線 

千葉県道 174号 勝浦布施大原線 

千葉県道 175号 大原港大原停車場線 

千葉県道 176号 夷隅御宿線 

千葉県道 177号 勝浦上野大多喜線 

千葉県道 178号 小田代勝浦線 

千葉県道 179号 船橋行徳線 

千葉県道 180号 松戸原木線 

千葉県道 181号 天津小湊田原線 

千葉県道 182号 上畑湊線 

千葉県道 183号 次木杉戸線 

千葉県道 184号 外野勝山線 

千葉県道 185号 犬掛館山線 
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千葉県道 186号 南三原停車場丸線 

千葉県道 187号 館山千倉線 

千葉県道 188号 館山大貫千倉線 

千葉県道 189号 千葉ニュータウン北環状線 

千葉県道 190号 千葉ニュータウン南環状線 

千葉県道 191号 西白井停車場線 

千葉県道 192号 白井停車場線 

千葉県道 193号 小室停車場復線 

千葉県道 194号 川間停車場線 

千葉県道 195号 我孫子停車場線 

千葉県道 196号 湖北停車場線 

千葉県道 197号 布佐停車場線 

千葉県道 198号 銚子波崎線 

千葉県道 199号 馬橋停車場線 

千葉県道 200号 六実停車場線 

千葉県道 201号 大和田停車場線 

千葉県道 202号 本八幡停車場線 

千葉県道 203号 下総中山停車場線 

千葉県道 204号 津田沼停車場線 

千葉県道 205号 幕張停車場線 

千葉県道 206号 下総松崎停車場線 

千葉県道 207号 滑河停車場線 

千葉県道 208号 大戸停車場線 

千葉県道 209号 笹川停車場線 

千葉県道 210号 飯岡停車場線 

千葉県道 211号 飯岡猿田停車場線 

千葉県道 212号 八日市場停車場線 

千葉県道 213号 成東停車場線 

千葉県道 214号 東金停車場線 

千葉県道 215号 八街停車場線 

千葉県道 216号 飯岡松岸停車場線 

千葉県道 217号 本千葉停車場線 

千葉県道 218号 蘇我停車場線 

千葉県道 219号 浜野停車場線 

千葉県道 220号 八幡宿停車場線 

千葉県道 221号 五井停車場線 

千葉県道 222号 木更津停車場線 

千葉県道 223号 牛久停車場線 

千葉県道 224号 袖ケ浦停車場線 

千葉県道 225号 君津停車場線 

千葉県道 226号 本納停車場線 

千葉県道 227号 八積停車場線 

千葉県道 228号 一宮停車場線 

千葉県道 229号 太東停車場線 

千葉県道 230号 長者町停車場線 

千葉県道 231号 大多喜停車場線 

千葉県道 232号 御宿停車場線 

千葉県道 233号 勝浦停車場線 

千葉県道 234号 上総興津停車場線 

千葉県道 235号 巌根停車場線 

千葉県道 236号 上総湊停車場線 

千葉県道 237号 浜金谷停車場線 

千葉県道 238号 保田停車場線 

千葉県道 239号 岩井停車場線 

千葉県道 240号 富浦停車場線 

千葉県道 241号 千倉停車場線 

千葉県道 242号 浦安停車場線 

千葉県道 243号 市原埠頭線 

千葉県道 244号 外川港線 

千葉県道 245号 木更津港線 

千葉県道 246号 勝浦港線 

千葉県道 247号 浜波太港線 

千葉県道 248号 勝山港線 

千葉県道 249号 船形港線 

千葉県道 250号 館山港線 

千葉県道 251号 千倉港線 

千葉県道 252号 布良港線 

千葉県道 253号 香取津之宮線 

千葉県道 254号 銚子公園線 

千葉県道 255号 富津公園線 

千葉県道 256号 新舞子海岸線 

千葉県道 257号 南安房公園線 

千葉県道 258号 富山丸山線 

千葉県道 259号 小見川停車場線 

千葉県道 260号 谷原息栖東庄線 

千葉県道 261号 松戸柏線 

千葉県道 262号 幕張八千代線 

千葉県道 263号 八千代宗像線 

千葉県道 264号 高塚新田市川線 

千葉県道 265号 小見川海上線 

千葉県道 266号 旭笹川線 

千葉県道 267号 下総橘停車場東城線 

千葉県道 268号 北柏停車場線 

千葉県道 269号 大鷲木更津線 

千葉県道 270号 木更津袖ケ浦線 

千葉県道 271号 館山停車場線 

千葉県道 272号 西江見停車場線 

千葉県道 273号 上布施勝浦線 

千葉県道 274号 松丸一宮線 

千葉県道 275号 求名停車場線 

千葉県道 276号 西浦安停車場線 

千葉県道 277号 神門八街線 

千葉県道 278号 柏流山線 

千葉県道 279号 豊四季停車場高田原線 

千葉県道 280号 白井流山線 

千葉県道 281号 松戸鎌ケ谷線 

千葉県道 282号 柏印西線 

千葉県道 283号 若宮西船市川線 

千葉県道 284号 鶴舞牛久線 

千葉県道 285号 内浦山公園線 

千葉県道 286号 愛宕山公園線 

千葉県道 287号 袖ケ浦姉ケ崎停車場線 

千葉県道 288号 夏見小室線 

千葉県道 289号 岩富山田台線 

千葉県道 290号 大里小池線 

千葉県道 291号 印西印旛線 

千葉県道 292号 犬成海士有木線 

千葉県道 293号 茂原環状線 

千葉県道 294号 高速湾岸線 

千葉県道 295号 松戸三郷線 

千葉県道 296号 和田丸山館山線 

千葉県道 297号 和田丸山線 

千葉県道 298号 絹郡線 

千葉県道 299号 平和共興線 

千葉県道 300号 上高根北袖線 

千葉県道 301号 東金山田台線 

千葉県道 302号 館山富浦線 

千葉県道 326号 川藤野田線 

千葉県道 401号 松戸野田関宿自転車道線 

千葉県道 402号 長生茂原自転車道線 

千葉県道 403号 和田白浜館山自転車道線 

千葉県道 404号 銚子小見川佐原自転車道線 

千葉県道 405号 九十九里一宮大原自転車道線 

千葉県道 406号 八千代印旛栄自転車道線 

千葉県道 407号 我孫子流山自転車道線 

千葉県道 408号 飯岡九十九里自転車道線 

千葉県道 409号 佐原我孫子自転車道線 
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R13:東京都道一覧 
 

（欠番）東京都道 1号 6に変更  

東京都道・神奈川県道 2号 東京丸子横浜線  

東京都道・神奈川県道 3号 世田谷町田線  

東京都道・埼玉県道 4号 東京所沢線  

東京都道 5号 新宿青梅線  

東京都道・神奈川県道 6号 東京大師横浜線  

東京都道 7号 杉並あきる野線  

東京都道 8号 千代田練馬田無線  

神奈川県道・東京都道 9号 川崎府中線  

東京都道・千葉県道 10号 東京浦安線  

東京都道 11号 大田調布線  

東京都道 12号 調布田無線  

（欠番）  川崎府中線 9に変更 

東京都道 14号 新宿国立線  

東京都道 15号 府中清瀬線  

東京都道・埼玉県道 16号 立川所沢線  

埼玉県道・東京都道 17号 所沢府中線  

東京都道 18号 府中町田線  

東京都道・神奈川県道 19号 町田調布線  

東京都道 20号・神奈川県道 525号 府中相模原線  

（欠番）  八王子町田線 47に変更 

（欠番）  目黒町町田線 56に変更 

（欠番）  町田厚木線 51に変更 

東京都道・埼玉県道 24号 練馬所沢線  

東京都道・埼玉県道 25号 飯田橋石神井新座線  

（欠番）  練馬川口線 68に変更 

（欠番）  松戸草加線 54に変更 

東京都道・埼玉県道 28号 青梅飯能線  

東京都道 29号 立川青梅線  

（欠番）  八王子青梅線 廃止 

東京都道 31号 青梅あきる野線  

東京都道 32号 八王子五日市線  

山梨県道・東京都道 33号 上野原あきる野線  

（欠番）  大月奥多摩線 廃止 

（欠番）  葛飾吉川松伏線 67に変更 

東京都道・埼玉県道 36号 保谷志木線  

（欠番）  所沢武蔵村山立川線   55に変更 

（欠番）  青梅入間線 63に変更 

（欠番）  青梅秩父線 53に変更 

埼玉県道・東京都道 40号 さいたま東村山線  

東京都道 41号 稲城日野線  

（欠番）  相模原町田線    52に変更 

東京都道 43号 立川東大和線  

東京都道 44号 瑞穂富岡線  

東京都道 45号 奥多摩青梅線  

東京都道 46号 八王子あきる野線  

東京都道 47号 八王子町田線  

東京都道・神奈川県道 48号 鍛冶谷相模原線 

東京都道・埼玉県道 49号 足立越谷線 

東京都道・千葉県道 50号 東京市川線 

東京都道・神奈川県道 51号 町田厚木線 

神奈川県道・東京都道 52号 相模原町田線 

東京都道・埼玉県道 53号 青梅秩父線 

千葉県道・東京都道・埼玉県道 54号 松戸草加線 

埼玉県道・東京都道 55号 所沢武蔵村山立川線 

神奈川県道・東京都道 56号 目黒町町田線 

神奈川県道・東京都道 57号 相模原大蔵町線 

東京都道・埼玉県道 58号 台東川口線 

東京都道 59号 八王子武蔵村山線 

千葉県道・東京都道 60号 市川四ツ木線 

東京都道 61号 山田宮の前線 

（欠番）  

東京都道・埼玉県道 63号 青梅入間線 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

東京都道・埼玉県道 67号 葛飾吉川松伏線  

東京都道・埼玉県道 68号 練馬川口線  

（欠番）101号  

東京吉川春日部線 35葛飾吉川松伏線に変更 

埼玉県道・東京都道 102号 平方東京線  

埼玉県道・東京都道 103号 吉場安行東京線  

埼玉県道・東京都道 104号 川口草加線  

（欠番）  台東鳩ヶ谷線 58に変更 

東京都道・埼玉県道 106号 東京鳩ヶ谷線  

東京都道・埼玉県道 107号 東京川口線  

東京都道・埼玉県道 108号 東京朝霞線  

（欠番）  保谷足立線 36保谷志木線に変更 

東京都道 110号 府中三鷹線  

東京都道・神奈川県道 111号 大田神奈川線  

東京都道 112号 ひばりケ丘停車場線  

東京都道 113号 杉並武蔵野線  

東京都道 114号 武蔵野狛江線  

東京都道 115号 吉祥寺停車場線  

東京都道 116号 関町吉祥寺線  

東京都道 117号 世田谷三鷹線  

東京都道 118号 調布経堂停車場線  

東京都道 119号 北浦上石原線  

東京都道 120号 下石原小島線  

東京都道 121号 武蔵野調布線  

（欠番） 東京都道 122号三鷹停車場線 廃止 

東京都道 123号 境調布線  

東京都道・神奈川県道 124号 稲城読売ランド前停車場線 40 浦

和東村山線に変更 

東京都道 125号 東久留米停車場線  

東京都道 126号清瀬停車場線 廃止  

東京都道 127号 秋津停車場線  

東京都道 128号 東村山東大和線  

東京都道 129号 東村山東久留米線  

（欠番）  東村山停車場線 廃止 

東京都道 131号 小川停車場線  

東京都道 132号 小川山田無線  

東京都道 133号 小川山府中線  

東京都道 134号 恋ヶ窪新田三鷹線  

東京都道 135号 武蔵小金井停車場線  

東京都道 136号 武蔵小金井停車場貫井線  

神奈川県道・東京都道 137号 上麻生連光寺線 41に変更 

（欠番）  上麻生連光寺線 137に変更 

東京都道・神奈川県道 139号 真光寺長津田線  

神奈川県道・東京都道 140号 川崎町田線  

東京都道 141号 辻原町田線  

（欠番）  町田停車場線 廃止 

（欠番） 本町田相模原線 42相模原町田線に変更 

東京都道 144号 中島十番線  

東京都道 145号 立川国分寺線  

東京都道 146号 国立停車場谷保線  

神奈川県道・東京都道 147号 高速横浜羽田空港線  

41立川芋窪線に変更 

（欠番） 所沢砂川線 37所沢武蔵村山立川線に変更 

東京都道 149号 立川日野線  

（欠番）  昭島砂川線 廃止 

東京都道 151号 東中神停車場線  

東京都道 152号 中神停車場線  

東京都道 153号 立川昭島線  

（欠番）  相模原立川線 503に変更 
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東京都道 155号 町田平山八王子線  

東京都道 156号 町田日野線  

東京都道 157号 乞田東寺方線  

東京都道 158号 小山乞田線  

東京都道 159号 豊田高幡線  

東京都道 160号 下柚木八王子線  

（欠番）  八王子停車場線 廃止 

東京都道 162号 三ツ木八王子線  

東京都道 163号 羽村瑞穂線  

（欠番）  拝島停車場線 廃止 

東京都道 165号 伊奈福生線  

東京都道 166号 瑞穂あきる野八王子線  

東京都道 167号 羽村停車場線  

東京都道 168号 東秋留停車場線  

東京都道 169号 淵上日野線  

（欠番）  八王子城山線    506に変更 

東京都道 171号 相原停車場線  

（欠番）  相原浅川線 廃止 

東京都道 173号 上館日野線  

東京都道 174号 長沼北野線  

（欠番）  鍛冶谷相模原線    48に変更 

東京都道 176号 楢原あきる野線 

（欠番）  牛沼青梅線      廃止 

（欠番）  青梅武蔵線   38青梅入間線に変更 

埼玉県道・東京都道 179号 所沢青梅線 

（欠番）  草花小作停車場線    廃止 

東京都道 181号 藤橋小作線 

（欠番）  残堀横田線      廃止 

（欠番）  武蔵増戸停車場線    廃止 

東京都道 184号 奥多摩あきる野線 

東京都道 185号 山田平井線 

東京都道 186号 高月楢原線 

東京都道 187号 多摩御陵線 

（欠番）  浅川相模湖線    516に変更 

東京都道 189号 高尾山線 

（欠番）  上野原八王子線    521に変更 

（欠番）  上川口宮の前線     廃止 

（欠番）  岩蔵瑞穂線     44瑞穂富岡線に変更 

埼玉県道・東京都道 193号 下畑軍畑線 

東京都道 194号 成木河辺線 

東京都道・埼玉県道 195号 富岡入間線 

東京都道 196号 青梅停車場線 

（欠番）  小丹波青梅線  45奥多摩青梅線に変更 

（欠番）  下名栗青梅線     廃止 

東京都道 199号 梅郷日向和田線 

東京都道 200号 柚木二俣尾線 

東京都道 201号 十里木御嶽停車場線 

東京都道 202号 上成木川井線  

（欠番）   

奥多摩停車場線     廃止 

東京都道 204号 日原鍾乳洞線 

東京都道 205号 水根本宿線 

東京都道 206号 川野上川乗線 

東京都道 207号 大島公園線 

東京都道 208号 大島循環線 

東京都道 209号 川の道岡田港線 

東京都道 210号 下地波浮港線 

東京都道 211号 若郷新島港線 

東京都道 212号 三宅循環線 

東京都道 213号 中郷坪田港線 

東京都道 214号 伊豆大久保港線 

東京都道 215号 八丈循環線 

東京都道 216号 神湊八重根港線 

東京都道 217号 汐間洞輪沢港線 

東京都道・埼玉県道 218号 二本木飯能線 

埼玉県道・東京都道 219号 狭山下宮寺線 

東京都道 220号 昭島停車場熊川線 

埼玉県道・東京都道 221号 原市場下成木線 

東京都道 222号 国立停車場恋ヶ窪線 

東京都道 223号 御蔵島環状線 

東京都道 224号 神戸山多幸線  

（欠番）  東京野川横浜線     廃止 

東京都道 226号 東村山清瀬線  

東京都道 227号 小平停車場野中新田線  

東京都道 228号 利島環状線  

東京都道 229号 府中調布線  

東京都道 230号 小平停車場小川新田線  

（欠番）  稲城読売ランド前停車場線  124に変更 

（欠番）  高速横浜羽田空港線   147に変更 

東京都道 233号 東大泉田無線  

東京都道・埼玉県道 234号 前沢保谷線  

東京都道 235号 豊田停車場線  

東京都道 236号 青ヶ島循環線  

東京都道 237号 式根島循環線  

東京都道 238号 大久野青梅線  

東京都道・埼玉県道 239号 足立川口線  

東京都道 240号 父島循環線   

東京都道 241号 沖港北港線   

東京都道・埼玉県道 242号 高速葛飾川口線   

東京都道・埼玉県道 243号 高速足立三郷線   

（欠番）  足立越谷線      49に変更 

東京都道 245号 杉並田無線   

（欠番）  三鷹国立線      廃止 

東京都道 247号 府中小金井線   

東京都道 248号 府中小平線   

東京都道 249号 福生青梅線   

東京都道 250号 あきる野羽村線   

東京都道 251号 青梅日の出線   

（欠番）  高速湾岸線     294に変更 

東京都道 253号 保谷狭山自然公園自転車道線   

東京都道・埼玉県道 254号 高速板橋戸田線   

東京都道・埼玉県道 255号 足立さいたま自転車道線  

東京都道 256号 八王子国立線   

（欠番）  257-293   

神奈川県道・東京都道・千葉県道 294号 高速湾岸線   

特例主要地方道（301-319）    

東京都道 301号 白山祝田田町線   

東京都道 302号 新宿両国線   

（欠番）  日本橋芝浦大井線 316号に編入   

東京都道 304号 日比谷豊洲埠頭東雲町線   

東京都道 305号 芝新宿王子線   

東京都道 306号 王子千住夢の島線   

東京都道 307号 王子金町江戸川線   

東京都道 308号 千住小松川葛西沖線   

（欠番）  品川落合板橋線     廃止 

310（欠番）  大森高円寺長島線    廃止 

東京都道 311号 環状八号線   

東京都道 312号 白金台町等々力線   

東京都道 313号 上野尾竹橋線 

東京都道 314号 言問大谷田線 

東京都道 315号 御徒町小岩線 

東京都道 316号 日本橋芝浦大森線 

東京都道 317号 環状六号線 

東京都道 318号 環状七号線 

東京都道 319号 環状三号線 

以下は、特例都道  

東京都道 401号 麹町竹平線 

東京都道 402号 錦町有楽町線 

東京都道 403号 大手町湯島線 

東京都道 404号 皇居前東京停車場線 

東京都道 405号 外濠環状線 

東京都道 406号 皇居前鍛冶橋線 

東京都道 407号 丸の内室町線 

東京都道 408号 八重洲宝町線 

東京都道 409号 日比谷芝浦線   
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（欠番）  飯倉江戸川橋線    319号環状三号線に編入 

（欠番）  赤羽橋六本木線    319号環状三号線に編入 

東京都道 412号 霞ヶ関渋谷線   

東京都道 413号 赤坂杉並線   

東京都道 414号 四谷角筈線   

東京都道 415号 高輪麻布線   

東京都道 416号 古川橋二子玉川線   

（欠番）  青山渋谷橋線     廃止 

東京都道 418号 北品川四谷線   

（欠番）  代々木淀橋線   

東京都道 420号 鮫洲大山線   

東京都道 421号 東品川下丸子線   

（欠番）  上目黒野沢線   

東京都道 423号 渋谷経堂線   

（欠番）  大師橋瓦斯橋線   

（欠番）  雪ヶ谷奥沢線     廃止 

東京都道 426号 上馬奥沢線  

東京都道 427号 瀬田貫井線  

東京都道 428号 高円寺砧浄水場線  

（欠番）  給田喜多見線     廃止 

東京都道 430号 新宿停車場前線  

東京都道 431号 角筈和泉町線  

東京都道 432号 淀橋渋谷本町線  

東京都道 433号 神楽坂高円寺線  

東京都道 434号 牛込小石川線  

東京都道 435号 音羽池袋線  

東京都道 436号 小石川西巣鴨線  

東京都道 437号 秋葉原雑司ヶ谷線  

東京都道 438号 向井町新町線  

東京都道 439号 椎名町上石神井線  

東京都道 440号 落合井草線  

東京都道 441号 池袋谷原線  

東京都道 442号 北町豊玉線  

東京都道 443号 南田中町旭町線  

東京都道 444号 下石神井大泉線  

東京都道 445号 常盤台赤羽線  

東京都道 446号 長後赤塚線  

東京都道 447号 赤羽西台線  

（欠番）  荒川堤防線 廃止 

東京都道 449号 新荒川堤防線  

東京都道 450号 新荒川葛西堤防線  

東京都道 451号 江戸川堤防線  

東京都道 452号 神田白山線  

東京都道 453号 本郷亀戸線  

（欠番）  本郷豊洲線 319号環状三号線に編入  

東京都道 455号 本郷赤羽線  

（欠番）  日暮里西新井線     廃止 

東京都道 457号 駒込宮地線  

東京都道 458号 白山小台線  

（欠番）  尾久町屋線      廃止 

東京都道 460号 中十条赤羽線  

東京都道 461号 吾妻橋伊興町線  

東京都道 462号 蔵前三ノ輪線  

東京都道 463号 上野月島線  

 

東京都道 464号 言問橋南千住線  

東京都道 465号 深川吾嬬町線  

東京都道 466号 内匠橋花畑線  

東京都道 467号 千住新宿町線  

（欠番）  堀切橋金町浄水場線    廃止 

（欠番）  本田大谷田線     廃止 

（欠番） 上平井橋江戸川大橋線 廃止 

東京都道 471号 金町線  

（欠番）  汐留西瑞江線     廃止 

東京都道 473号 新富晴海線  

東京都道 474号 浜町北砂町線  

東京都道 475号 永代葛西橋線  

東京都道 476号 南砂町吾嬬町線  

東京都道 477号 亀戸葛西橋線  

（欠番）  新富築地線      廃止 

（欠番）  環状三号線     319に変更 

東京都道 480号 品川埠頭線  

東京都道 481号 新橋日の出ふ頭線  

東京都道 482号 台場青海線  

（欠番）  有明線      廃止 

東京都道 484号 豊洲有明線  

（欠番）  501-502  

神奈川県道・東京都道 503号 相模原立川線  

（欠番）  504-505  

東京都道・神奈川県道 506号 八王子城山線  

（欠番）  507-515   

東京都道・神奈川県道 516号 浅川相模湖線   

（欠番）  518-520   

山梨県道・神奈川県道・東京都道 521号 上野原八王子線  

以下は特例都道、4桁の整理番号    

3502 東京都道新宿副都心二号線   

3503 東京都道新宿副都心三号線   

3504 東京都道新宿副都心四号線   

3505 東京都道新宿副都心五号線   

3506（欠番） 副都心 6号街路   

3507（欠番） 副都心 7号街路   

3508 東京都道新宿副都心八号線   

3509 東京都道新宿副都心九号線   

3510 東京都道新宿副都心十号線   

3511 東京都道新宿副都心十一号線   

3512 東京都道新宿副都心十二号線   

3513 東京都道新宿副都心十三号線   

3514（欠番） 副都心 14号街路   

3515（欠番） 副都心 15号街路   

3601 東京都道一七六号線   

 東京都道一七七号線      廃止 

3603 東京都道二四七号線   

3604 東京都道二五五号線   

 東京都道二五六号線      廃止 

3606 東京都道二五七号線   

自動車専用道路    

3701 東京都道首都高速 1号線   

3702 東京都道首都高速 2号線   

3703 東京都道首都高速 2号分岐線   

3704 東京都道首都高速 3号線   

3706 東京都道首都高速 4号線   

3708 東京都道首都高速 4号分岐線   

3709 東京都道首都高速 5号線   

3711 東京都道首都高速 6号線   

3713 東京都道首都高速 7号線   

3714 東京都道首都高速 8号線   

3715 東京都道首都高速 9号線   

3716 神奈川県道・東京都道 147号 高速横浜羽田空港線  

3717 東京都道・埼玉県道 242号 高速葛飾川口線  

3718 東京都道・埼玉県道 243号 高速足立三郷線  

3719 神奈川県道・東京都道・千葉県道 294号 高速湾岸線  

3721 東京都道首都高速葛飾江戸川線   

3722 東京都道・埼玉県道 254号 高速板橋戸田線  

3723 東京都道首都高速湾岸分岐線   

3724 東京都道首都高速 11号線   

3725 東京都道首都高速板橋足立線   

3726 東京都道首都高速目黒板橋線   

3727 東京都道首都高速晴海線   

???? 東京都道首都高速品川目黒線   
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R14:神奈川県道一覧 
 

（欠番）       国道 1号との混同を避けるため 

神奈川県道 2号 東京丸子横浜線 

神奈川県道 3号 世田谷町田線 

（欠番）   4-5 

神奈川県道 6号 東京大師横浜線 

（欠番）   7-8 

神奈川県道 9号 川崎府中線 

（欠番）   10-11 

神奈川県道 12号 横浜上麻生線 

神奈川県道 13号 横浜生田線 

神奈川県道 14号 鶴見溝ノ口線 

（欠番）   国道 15号との混同を避けるため 

（欠番）   国道 16号との混同を避けるため 

（欠番）  横浜市道 17号環状 2号線との混同を避けるため 

（欠番）  横浜市道 18号環状 4号線との混同を避けるため 

神奈川県道 19号 町田調布線 

（欠番）   国道 20号との混同を避けるため 

神奈川県道 21号 横浜鎌倉線 

神奈川県道 22号 横浜伊勢原線 

神奈川県道 23号 原宿六ツ浦線 

神奈川県道 24号 横須賀逗子線 

神奈川県道 25号 横須賀停車場線 

神奈川県道 26号 横須賀三崎線 

神奈川県道 27号 横須賀葉山線 

神奈川県道 28号 本町山中線 

（欠番）  

神奈川県道 30号 戸塚茅ヶ崎線 

（欠番）  

神奈川県道 32号 藤沢鎌倉線 

（欠番）   33-34 

神奈川県道 35号 四日市場上野原線 

（欠番）   37-39 

神奈川県道 40号 横浜厚木線 

（欠番）  

神奈川県道 42号 藤沢座間厚木線 

神奈川県道 43号 藤沢厚木線 

神奈川県道 44号 伊勢原藤沢線 

神奈川県道 45号 丸子中山茅ヶ崎線 

神奈川県道 46号 相模原茅ヶ崎線 

神奈川県道 47号 藤沢平塚線 

神奈川県道 48号 鍛冶谷相模原線 

（欠番）  

神奈川県道 50号 座間大和線 

神奈川県道 51号 町田厚木線 

神奈川県道 52号 相模原町田線 

（欠番）   東京都道・神奈川県道 48号に変更 

神奈川県道 54号 相模原愛川線 

（欠番）    旧相模原与瀬線 国道 412号、413号に昇格 

神奈川県道 56号 目黒町町田線  

神奈川県道 57号 相模原大蔵町線  

（欠番）   58-59  

神奈川県道 60号 厚木清川線  

神奈川県道 61号 平塚伊勢原線  

神奈川県道 62号 平塚秦野線  

神奈川県道 63号 相模原大磯線  

神奈川県道 64号 伊勢原津久井線  

神奈川県道 65号 厚木愛川津久井線  

（欠番）   66-69  

神奈川県道 70号 秦野清川線  

神奈川県道 71号 秦野二宮線  

神奈川県道 72号 松田国府津線  

神奈川県道 73号 小田原停車場線  

神奈川県道 74号 小田原山北線  

神奈川県道 75号 湯河原箱根仙石原線 

神奈川県道 76号 山北藤野線 

神奈川県道 77号 平塚松田線 

神奈川県道 78号 御殿場大井線 

 横浜市主要地方道  

横浜市道 17号 環状 2号線 

横浜市道 18号 環状 4号線 

横浜市道 80号 横浜駅根岸線 

横浜市道 81号 藤棚伊勢佐木線 

横浜市道 82号  山下本牧磯子線 

横浜市道 83号  青木浅間線 

横浜市道 84号  保土ヶ谷宮元線 

横浜市道 85号  鶴見駅三ツ沢線 

  川崎市主要地方道（番号なし）  

川崎市道幸多摩線  

川崎市道野川菅生線  

  川崎市と横浜市北部（101-147）  

神奈川県道 101号 扇町川崎停車場線 

神奈川県道 102号 荏田綱島線 

（欠番）  

神奈川県道 104号 鶴見停車場線 

（欠番）  

神奈川県道 106号 子母口綱島線 

（欠番）   107-108 

神奈川県道 109号 青砥上星川線 

神奈川県道 110号 中山停車場線 

神奈川県道 111号 大田神奈川線 

（欠番 ）  112-123 

神奈川県道 124号 稲城読売ランド前停車場線 

（欠番）   125-136 

神奈川県道 137号 上麻生連光寺線 

（欠番）  

神奈川県道 139号 真光寺長津田線 

神奈川県道 140号 川崎町田線 

（欠番）   141-146 

神奈川県道 147号 高速横浜羽田空港線 

  横浜市南部と三浦半島（201-294）  

神奈川県道 201号 保土ヶ谷停車場線 

（欠番）  

神奈川県道 203号 大船停車場矢部線 

神奈川県道 204号 金沢鎌倉線 

神奈川県道 205号 金沢逗子線 

神奈川県道 206号 田浦停車場線 

神奈川県道 207号 森戸海岸線 

神奈川県道 208号 浦賀港線 

神奈川県道 209号 観音崎環状線 

神奈川県道 210号 浦賀港久里浜停車場線 

神奈川県道 211号 久里浜港久里浜停車場線 

神奈川県道 212号 久里浜港線 

神奈川県道 213号 佐島港線 

神奈川県道 214号 武上宮田線 

神奈川県道 215号 上宮田金田三崎港線 

神奈川県道 216号 油壷線 

神奈川県道 217号 逗子葉山横須賀線 

神奈川県道 218号 弥生台桜木町線 

（欠番）   219-293 

神奈川県道 294号 高速湾岸線 

湘南周辺（301-312）  

神奈川県道 301号 大船停車場線 

神奈川県道 302号 小袋谷藤沢線 

神奈川県道 303号 鎌倉停車場線 

神奈川県道 304号 腰越大船線 

神奈川県道 305号 江の島線 

神奈川県道 306号 藤沢停車場線 

神奈川県道 307号 辻堂停車場羽鳥線 
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神奈川県道 308号 辻堂停車場辻堂線 

神奈川県道 309号 茅ヶ崎停車場線 

神奈川県道 310号 茅ヶ崎停車場茅ヶ崎線 

神奈川県道 311号 鎌倉葉山線 

神奈川県道 312号 田谷藤沢線 

  横浜市西部と県央南部（401-451）  

神奈川県道 401号 瀬谷柏尾線 

神奈川県道 402号 阿久和鎌倉線 

神奈川県道 403号 菖蒲沢戸塚線 

神奈川県道 404号 遠藤茅ヶ崎線 

（欠番）  

神奈川県道 406号 吉岡海老名線 

神奈川県道 407号 杉久保座間線 

神奈川県道 408号 社家停車場線 

神奈川県道 409号 相模川自転車道線 

（欠番）   410-450 

神奈川県道 451号 藤沢大和自転車道線 

  県央北部と相模原（501-525）  

（欠番）   神奈川県道・東京都道 57号相模原大蔵町線に昇格 

神奈川県道 502号 淵野辺停車場線 

神奈川県道 503号 相模原立川線 

神奈川県道 504号 相模原停車場線 

神奈川県道 505号 橋本停車場線 

神奈川県道 506号 八王子城山線 

神奈川県道 507号 相武台相模原線 

神奈川県道 508号 厚木城山線 

神奈川県道 509号 相武台下停車場線 

神奈川県道 510号 長竹川尻線 

神奈川県道 511号 太井上依知線 

（欠番） →  神奈川県道 65号 

神奈川県道 513号 鳥屋川尻線 

神奈川県道 514号 宮ヶ瀬愛川線 

神奈川県道 515号 三井相模湖線 

神奈川県道 516号 浅川相模湖線 

神奈川県道 517号 奥牧野相模湖線 

神奈川県道 518号 藤野津久井線 

神奈川県道 519号 相模湖停車場線 

神奈川県道 520号 吉野上野原停車場線 

神奈川県道 521号 上野原八王子線 

神奈川県道 522号 棡原藤野線 

神奈川県道 523号 藤野停車場線 

（欠番）  

神奈川県道 525号 府中相模原線 

  厚木・平塚・伊勢原周辺（601-614）  

神奈川県道 601号 酒井金田線 

神奈川県道 602号 本厚木停車場線 

神奈川県道 603号 上粕屋厚木線 

神奈川県道 604号 愛甲石田停車場酒井線 

神奈川県道 605号 下糟屋平塚線 

神奈川県道 606号 大島明石線 

神奈川県道 607号 平塚港平塚停車場線 

神奈川県道 608号 平塚停車場袖ヶ浜線 

神奈川県道 609号 公所大磯線 

神奈川県道 610号 大磯停車場線 

神奈川県道 611号 大山板戸線 

神奈川県道 612号 上粕屋南金目線 

神奈川県道 613号 曽屋鶴巻線 

神奈川県道 614号 南矢名東海大学前停車場線 

  県西部 （701-740）  

神奈川県道 701号 大山秦野線 

（欠番）  

神奈川県道 703号 二宮停車場線 

神奈川県道 704号 秦野停車場線 

神奈川県道 705号 堀山下秦野停車場線 

神奈川県道 706号 丹沢公園松原町線 

神奈川県道 707号 渋沢停車場線 

神奈川県道 708号 秦野大井線 

神奈川県道 709号 中井羽根尾線 

神奈川県道 710号 神縄神山線 

神奈川県道 711号 小田原松田線 

神奈川県道 712号 松田停車場線 

（欠番）  

神奈川県道 714号 栢山停車場曽我線 

神奈川県道 715号 栢山停車場塚原線 

神奈川県道 716号 成田下曽我停車場線 

神奈川県道 717号 沼田国府津線 

神奈川県道 718号 鴨ノ宮停車場矢作線 

神奈川県道 719号 鴨ノ宮停車場線 

神奈川県道 720号 怒田開成小田原線 

神奈川県道 721号 東山北停車場線 

（欠番）  

神奈川県道 723号 関本小涌谷線 

神奈川県道 724号 早川停車場線 

神奈川県道 725号 玄倉山北線 

神奈川県道 726号 矢倉沢山北線 

神奈川県道 727号 川西線 

神奈川県道 728号 谷峨停車場線 

神奈川県道 729号 山北山中湖線 

神奈川県道 730号 山中湖小山線 

神奈川県道 731号 矢倉沢仙石原線 

神奈川県道 732号 湯本元箱根線 

神奈川県道 733号 仙石原強羅停車場線 

神奈川県道 734号 大涌谷小涌谷線 

神奈川県道 735号 大涌谷湖尻線 

神奈川県道 736号 御殿場箱根線 

神奈川県道 737号 長尾芦川線 

神奈川県道 738号 仙石原新田線 

神奈川県道 739号 真鶴半島公園線 

神奈川県道 740号 小田原湯河原線 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R15:新潟県道一覧 
 

新潟県道 1号 新潟小須戸三条線  

新潟県道 2号 新潟寺泊線 旧北陸街道 

新潟県道 3号 新潟新発田村上線   旧国道 7号 

新潟県道 4号 新潟港横越線  

新潟県道 5号 新潟新津線    旧国道 49号及び旧国道 403号 

新潟県道 6号 山北朝日線  

新潟県道 7号 新津村松線  

新潟県道 8号 長岡見附三条線  

新潟県道 9号 長岡栃尾巻線  

新潟県道 10号 長岡片貝小千谷線  

新潟県道 11号 柏崎小国線  

新潟県道 12号 松代高柳線  

新潟県道 13号 上越安塚柏崎線  

新潟県道 14号 新発田津川線    旧会津街道 

新潟県道 15号 新潟長浦水原線  

新潟県道 16号 新潟亀田内野線 

新潟県道 17号 新潟村松三川線 

新潟県道 18号 燕地蔵堂線 

新潟県道 19号 見附栃尾線 

新潟県道 20号 見附中之島線 

新潟県道 21号 新発田紫雲寺線 

新潟県道 22号 長岡寺泊線 

新潟県道 23号 柏崎高浜堀之内線 
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新潟県道 24号 栃尾山古志線 

新潟県道 25号 柿崎小国線 

新潟県道 26号 新発田豊栄線 

新潟県道 27号 新潟安田線 

新潟県道 28号 塩沢大和線 

新潟県道 29号 吉田弥彦線 

新潟県道 30号 新井柿崎線 

新潟県道 31号 相川佐和田線 

新潟県道 32号 新発田停車場線  

新潟県道 33号 新潟停車場線  

新潟県道 34号 新津停車場線  

新潟県道 35号 三条停車場線  

新潟県道 36号 長岡停車場線  

新潟県道 37号 柏崎停車場線  

新潟県道 38号 高田停車場線  

新潟県道 39号 妙高高原公園線  

新潟県道 40号 両津港線  

新潟県道 41号 白根安田線  

新潟県道 42号 新潟黒埼インター線  

新潟県道 43号 上越安塚浦川原線  

新潟県道 44号 新潟燕線  

新潟県道 45号 佐渡一周線  

新潟県道 46号 新潟中央環状線     （路線名変更） 

新潟県道 47号 小出停車場線  

新潟県道 48号 長岡西山線  

新潟県道 49号 小千谷十日町津南線  

新潟県道 50号 小出奥只見線  通称「奥只見シルバーライン」 

新潟県道 51号 新潟黒埼インター笹口線  

新潟県道 52号 山北関川線 山形県道と共通 

新潟県道 53号 胎内二王子公園羽黒線  

新潟県道 54号 中条紫雲寺線  

新潟県道 55号 新潟五泉間瀬線  

新潟県道 56号 小千谷大沢線  

新潟県道 57号 栃尾守門線  

新潟県道 58号 小千谷大和線  

新潟県道 59号 大和焼野線  

新潟県道 60号 住吉上館線  

新潟県道 61号 柿崎牧線  

（欠番）   

新潟県道 63号 上越新井線  

（欠番）  

新潟県道 65号 両津真野赤泊線 

新潟県道 66号 白根西川巻線 

新潟県道 67号 村松田上線 

新潟県道 68号 燕分水線 

新潟県道 69号 長岡和島線 

新潟県道 70号 小出守門線 

新潟県道 71号 小千谷川口大和線 

新潟県道 72号 柏崎越路線 

新潟県道 73号 鯨波宮川線 

新潟県道 74号 十日町六日町線 

新潟県道 75号 十日町川西線 

新潟県道 76号 十日町当間塩沢線 

新潟県道 77号 上越頸城大潟線 

新潟県道 78号 大潟高柳線 

（欠番）  

新潟県道 80号 松代天水島線  

新潟県道 81号 佐渡縦貫線  

新潟県道 82号 十日町塩沢線  

新潟県道 83号 川口塩殿線  

新潟県道 84号 堀之内インター線  

新潟県道 85号 上越高田インター線  

新潟県道 86号 長岡インター線  

新潟県道 87号 名立谷浜インター線  

新潟県道 88号 能生インター線  

新潟県道 89号 津川インター線  

（欠番） 90-94  

新潟県道 95号 上越飯山線     長野県道と共通 

新潟県道 96号 飯山妙高高原線    長野県道と共通 

新潟県道 97号 飯山斑尾新井線    長野県道と共通 

新潟県道 101号 亀田停車場線  

新潟県道 102号 荻川停車場線  

新潟県道 103号 矢代田停車場線  

新潟県道 104号 羽生田停車場線  

（欠番）   

新潟県道 106号 三条停車場四日町線  

新潟県道 107号 帯織停車場大面線  

新潟県道 108号 見附停車場線  

新潟県道 109号 押切停車場線  

新潟県道 110号 北長岡停車場線  

新潟県道 111号 南長岡停車場線  

新潟県道 112号 来迎寺停車場神谷線  

（欠番）   

新潟県道 114号 越後広田停車場線  

新潟県道 115号 上路市振停車場線   富山県道と共通 

新潟県道 116号 安田停車場線  

新潟県道 117号 鯨波停車場線  

新潟県道 118号 米山停車場線  

新潟県道 119号 柿崎停車場線 

新潟県道 120号 潟町停車場線 

新潟県道 121号 東三条停車場線 

新潟県道 122号 黒井停車場線 

新潟県道 123号 直江津停車場線 

新潟県道 124号 余川塩沢停車場線 

新潟県道 125号 新井停車場線 

新潟県道 126号 長岡見附線 

新潟県道 127号 新津茨曽根燕線 

新潟県道 128号 町屋越後堀之内停車場線 

新潟県道 129号 犀潟柿崎線 

新潟県道 130号 中条五日町停車場線 

新潟県道 131号 六日町停車場線 

新潟県道 132号 塩沢停車場八竜新田線 

新潟県道 133号 五泉停車場線 

新潟県道 134号 馬下停車場線 

新潟県道 135号 五十島停車場線 

新潟県道 136号 三川停車場線 

新潟県道 137号 天神林上条線 

新潟県道 138号 栃尾田井線 

新潟県道 139号 関屋停車場線 

新潟県道 140号 内野停車場線 

新潟県道 141号 白根黒埼線 

新潟県道 142号 岩船町停車場有明線 

新潟県道 143号 巻停車場線 

新潟県道 144号 吉田停車場線 

新潟県道 145号 分水停車場線 

新潟県道 146号 岩船町停車場岩船線 

新潟県道 147号 西山停車場線 

新潟県道 148号 刈羽停車場線 

新潟県道 149号 荒浜停車場線 

新潟県道 150号 西中通停車場線 

新潟県道 151号 東柏崎停車場線 

新潟県道 152号 東柏崎停車場比角線 

新潟県道 153号 燕白根線 

新潟県道 154号 糸魚川停車場線 

新潟県道 155号 橋立青海停車場線 

新潟県道 156号 頸城大野停車場線 

（欠番）  

新潟県道 158号 島見豊栄線 

新潟県道 159号 分水寺泊線 

新潟県道 160号 弥彦停車場線 

新潟県道 161号 燕停車場線 

（欠番）  

（欠番）  

新潟県道 164号 白山停車場女池線 

新潟県道 165号 見附分水線 
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新潟県道 166号 大荒戸越路線 

新潟県道 167号 古津停車場線 

新潟県道 168号 越後赤塚停車場四ッ郷屋線 

新潟県道 169号 寺泊与板線 

新潟県道 170号 与板関原線 

新潟県道 171号 塚山小国線 

（欠番）  

新潟県道 173号 中条乙線 

新潟県道 174号 角島鹿瀬線 

新潟県道 175号 関山停車場線 

新潟県道 176号 妙法寺停車場線 

新潟県道 177号 岩沢停車場芋坂線 

新潟県道 178号 山ノ相川下条停車場線 

新潟県道 179号 魚沼中条停車場線 

新潟県道 180号 春日山停車場春日山城線 

新潟県道 181号 多田皆川金井線 

新潟県道 182号 坂町停車場金屋線 

新潟県道 183号 鞍掛八木向線 

新潟県道 184号 三和新井線 

新潟県道 185号 春日山城直江津線 

新潟県道 186号 板倉直江津線 

新潟県道 187号 池の平妙高高原線 

新潟県道 188号 五泉安田線 

新潟県道 189号 阿仏坊新町線 

新潟県道 190号 阿仏坊竹田線 

新潟県道 191号 巻停車場新町線 

新潟県道 192号 久田小島谷線 

新潟県道 193号 出雲崎柿の木小島谷線 

新潟県道 194号 辰巳中興線 

新潟県道 195号 辰巳宮浦線 

新潟県道 196号 川口岩沢線 

新潟県道 197号 向山越後川口停車場線 

新潟県道 198号 青柳高田線 

新潟県道 199号 横畑高田線 

新潟県道 200号 上正善寺高田線 

新潟県道 201号 田屋戸野目線 

新潟県道 202号 米倉板山新発田線 

新潟県道 203号 網代浜新発田線 

新潟県道 204号 島見新発田線 

新潟県道 205号 高根村上線 

（欠番）  

新潟県道 207号 大栗田村上線 

新潟県道 208号 小揚猿沢線 

新潟県道 209号 山ノ相川内ヶ巻停車場線 

新潟県道 210号 遅場見附線 

新潟県道 211号 三仏生片貝線 

新潟県道 212号 大面保内線 

新潟県道 213号 下田見附線 

新潟県道 214号 城内焼野線 

新潟県道 215号 荒浜中田線  

新潟県道 216号 大瀁直江津線  

新潟県道 217号 二本木岡川新井線  

新潟県道 218号 月潟西川線  

新潟県道 219号 松代岡野町線  

新潟県道 220号 白根亀田線  

新潟県道 221号 上町屋釜沢糸魚川線  

新潟県道 222号 西中糸魚川線  

新潟県道 223号 石瀬吉田線  

新潟県道 224号 地蔵堂中島線  

 

新潟県道 225号 川尻小谷糸魚川線   長野県道と共通 

新潟県道 226号 出戸村松線  

新潟県道 227号 室谷津川線  

新潟県道 228号 柴倉津川線  

新潟県道 229号 菖蒲棚岡線  

新潟県道 230号 滝之又堀之内線  

新潟県道 231号 新関橋田村松線  

新潟県道 232号 浦佐小出線  

新潟県道 233号 落合六日町線  

新潟県道 234号 桐沢麓五日町停車場線  

新潟県道 235号 沢口塩沢線  

新潟県道 236号 岩野塚山線  

新潟県道 237号 金井新穂線  

新潟県道 238号 加用逆巻線  

新潟県道 239号 秋山郷森宮野原停車場線  長野県道と共通 

新潟県道 240号 上増田吉川線  

新潟県道 241号 川谷十町歩線  

新潟県道 242号 七軒町見附線  

新潟県道 243号 月池松代線  

新潟県道 244号 宮寄上加茂線  

新潟県道 245号 東飛山名立線  

新潟県道 246号 西飛山能生線  

新潟県道 247号 沢海酒屋線 

新潟県道 248号 山熊田府屋停車場線 

新潟県道 249号 北中府屋停車場線 

新潟県道 250号 月潟吉田線 

新潟県道 251号 加用今新田津南停車場線 

新潟県道 252号 田代小国線 

新潟県道 253号 浦川原犀潟停車場線 

新潟県道 254号 上小沢上越妙高停車場線 

新潟県道 255号 新関水原停車場線 

新潟県道 256号 分水栄線 

新潟県道 257号 田屋青海川停車場線 

新潟県道 258号 長坂潟町停車場線 

新潟県道 259号 小猿屋黒井停車場線 

新潟県道 260号 三条八王寺線 

新潟県道 261号 西野谷二本木停車場線 

新潟県道 262号 大原関山停車場線 

新潟県道 263号 長岡七日市線 

新潟県道 264号 豊栄天王線 

新潟県道 265号 下折立浦佐停車場線 

新潟県道 266号 一村尾大崎線 

新潟県道 267号 石打停車場線 

新潟県道 268号 越後湯沢停車場岩原線 

新潟県道 269号 土口谷浜停車場線 

新潟県道 270号 湯之河内梶屋敷停車場線 

新潟県道 271号 水原出湯線 

新潟県道 272号 黒俣越後下関停車場線 

新潟県道 273号 大栗田越後下関停車場線 

新潟県道 274号 与板北野線 

新潟県道 275号 門出石黒線 

新潟県道 276号 夏戸寺泊停車場線 

新潟県道 277号 郷本桐原停車場線 

新潟県道 278号 牧横住線 

新潟県道 279号 椎谷礼拝停車場線  

新潟県道 280号 杉野沢黒姫停車場線   長野県道と共通 

新潟県道 281号 森町鹿峠線  

新潟県道 282号 佐渡空港線  

新潟県道 283号 西片貝浦瀬線  

新潟県道 284号 中深見越後田沢停車場線  

新潟県道 285号 姿土市停車場線  

新潟県道 286号 岩船港線  

新潟県道 287号 羽茂港村山線  

新潟県道 288号 勝木停車場線  

新潟県道 289号 坂町停車場線  

新潟県道 290号 曽野木一日市線  

新潟県道 291号 関口早稲田線  

新潟県道 292号 金塚停車場線  

新潟県道 293号 金塚停車場竹島線  

新潟県道 294号 塩谷福田線  

新潟県道 295号 下戸倉五泉線 

新潟県道 296号 横山巻線 

新潟県道 297号 矢作長崎線 

新潟県道 298号 押廻加治線 

新潟県道 299号 栃尾又上折立線 
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新潟県道 300号 月岡停車場月岡線 

新潟県道 301号 柳島信濃坂線 

新潟県道 302号 本高津戸野目線 

新潟県道 303号 水原停車場線 

新潟県道 304号 真野新町線 

新潟県道 305号 妙照寺佐和田線 

新潟県道 306号 市野沢中興線 

新潟県道 307号 湯沢上関線 

新潟県道 308号 高瀬上関線 

（欠番）  

新潟県道 310号 荒沢塩野町線 

（欠番）   

新潟県道 312号 豊浦笹岡線  

新潟県道 313号 上下浜停車場線  

新潟県道 314号 笹口浜中条線  

新潟県道 315号 馬下論瀬線  

新潟県道 316号 柏崎港線  

新潟県道 317号 上塩栃尾線  

（欠番）   

新潟県道 319号 赤玉両津港線  

新潟県道 320号 新津小須戸線      旧国道403号 

新潟県道 321号 釜谷内浦線  

新潟県道 322号 鹿瀬日出谷線  

新潟県道 323号 黒埼上新町線  

新潟県道 324号 豊栄太夫浜線  

新潟県道 325号 黒埼新飯田線  

新潟県道 326号 小白倉木落線  

新潟県道 327号 十日町停車場線 

新潟県道 328号 三ツ又小出線 

新潟県道 329号 五頭連峰公園線 

（欠番）  

新潟県道 331号 三条下田線 

新潟県道 332号 湯之谷越後広瀬停車場線 

新潟県道 333号 中山竜光堀之内線 

新潟県道 334号 当間土市停車場線 

新潟県道 335号 滝谷上赤谷線 

新潟県道 336号 出雲崎石地線 

新潟県道 337号 坂井猪子場新田線 

新潟県道 338号 原之町上下浜停車場線 

新潟県道 339号 小栗山川口線 

新潟県道 340号 十日町千手線 

新潟県道 341号 大沢小国小千谷線 

新潟県道 342号 田沢水沢線 

新潟県道 343号 下長橋上館線  

新潟県道 344号 坂本新田新井線  

新潟県道 345号 細野魚沼田中停車場線  

新潟県道 346号 親柄大白川停車場線  

新潟県道 347号 二分栃尾線  

新潟県道 348号 菖蒲高原線  

新潟県道 349号 鶴岡村上線     山形県道と共通 

新潟県道 350号 松代松之山線  

新潟県道 351号 神立湯沢線  

新潟県道 352号 新崎停車場線  

新潟県道 353号 咲花温泉線  

新潟県道 354号 黒倉野中線  

新潟県道 355号 仙見守門公園線  

新潟県道 356号 半蔵金入広瀬停車場線  

新潟県道 357号 千谷沢小千谷線  

新潟県道 358号 天水島東川線  

新潟県道 359号 上牧棚広線 

新潟県道 360号 関山中郷線 

新潟県道 361号 万条新田越後中里停車場線 

新潟県道 362号 後谷黒田上越妙高停車場線 

新潟県道 363号 市野江浦佐線 

新潟県道 364号 一村尾六日町線 

新潟県道 365号 仲田塩沢線 

新潟県道 366号 両善寺西野谷新田線 

新潟県道 367号 桶海大鹿線 

新潟県道 368号 青海水崎線 

新潟県道 369号 黒部柏崎線 

新潟県道 370号 滝谷三和線 

新潟県道 371号 堀之内小出線 

新潟県道 372号 五箇小出線 

新潟県道 373号 向山西山停車場線 

新潟県道 374号 五千石巻新潟線 

新潟県道 375号 平岩停車場蒲原線 

新潟県道 376号 名木山浦川原線 

新潟県道 377号 島道大沢線 

新潟県道 378号 大口与板線 

新潟県道 379号 糸郷屋白根線 

新潟県道 380号 今井巻線 

新潟県道 381号 金井畑野線 

新潟県道 382号 寺尾停車場線 

新潟県道 383号 佐渡山巻線 

新潟県道 384号 羽黒燕線 

新潟県道 385号 浅草山大白川停車場線 

新潟県道 386号 大野川ダム線 

新潟県道 387号 吉水大和線 

新潟県道 388号 西枯木又堀之内線 

新潟県道 389号 清津公園線 

新潟県道 390号 加治停車場上館線 

新潟県道 391号 佐々木停車場線 

新潟県道 392号 鳥穴日渡線 

新潟県道 393号 礼拝長岡線 

（欠番）  

（欠番）  

新潟県道 396号 関赤倉線 

新潟県道 397号 上山田山辺里線 

新潟県道 398号 島見濁川線 

新潟県道 399号 杉野沢二俣線 

（欠番）  

（欠番）  

新潟県道 402号 樽ヶ橋長政線 

新潟県道 403号 五泉停車場石曽根線 

新潟県道 404号 中名沢刈羽線 

新潟県道 405号 国上公園線 

新潟県道 406号 新関停車場線 

新潟県道 407号 貫木穴沢線  

新潟県道 408号 佐善国上線  

新潟県道 409号 牛ヶ首笹岡線  

新潟県道 410号 町軽井上桐線  

新潟県道 411号 町山谷片貝線  

新潟県道 412号 飯山新井線     長野県道と共通 

新潟県道 413号 大崩岩山線  

（欠番）   

新潟県道 415号 茂沢竜光線  

新潟県道 416号 原田川線  

新潟県道 417号 米沢今泉線  

新潟県道 418号 大石吉水線  

新潟県道 419号 穴沢大栃山線  

（欠番）   

新潟県道 421号 天納川口線  

（欠番）   

（欠番）  

新潟県道 424号 野田高柳線 

新潟県道 425号 高尾田島線 

新潟県道 426号 石黒松代線 

新潟県道 427号 五十子平真田線 

新潟県道 428号 西野谷新田新井線 

（欠番）  

（欠番）  

新潟県道 431号 仙納徳合線 

新潟県道 432号 静平西三川線 

新潟県道 433号 東長鳥五十土線 

新潟県道 434号 大月六日町線 
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新潟県道 435号 矢津猿和田停車場線 

新潟県道 436号 猿和田五泉線 

新潟県道 437号 別所南田中線 

（欠番）  

（欠番）  

新潟県道 440号 麓野積線 

新潟県道 441号 入塩川上樫出線 

新潟県道 442号 杉沢上樫出線 

新潟県道 443号 阿弥陀瀬上条線 

新潟県道 444号 中永宮本線 

新潟県道 445号 法末真人線 

（欠番）  

（欠番）  

新潟県道 448号 赤土並柳線 

新潟県道 449号 松川須原線 

（欠番）  

新潟県道 451号 石打停車場塩沢線 

（欠番）  

（欠番）  

新潟県道 454号 中尾水込線 

新潟県道 455号 上小沢北条線 

新潟県道 456号 大崎小泊線 

新潟県道 457号 向原越後中里停車場線 

新潟県道 458号 下倉小出線 

新潟県道 459号 桜町小池線 

（欠番）  

新潟県道 461号 中条田川線 

新潟県道 462号 湯沢温泉線 

新潟県道 463号 白雲台乙和池相川線 

新潟県道 464号 新潟港沼垂線 

（欠番）  

（欠番）  

新潟県道 467号 宮本大島線 

新潟県道 468号 大潟上越線 

新潟県道 469号 北五泉停車場線 

新潟県道 470号 大室水原線 

新潟県道 471号 鹿熊中浦線 

新潟県道 472号 村松長倉線 

新潟県道 473号 槇下南中線 

新潟県道 474号 竹沢塩谷線 

新潟県道 475号 水尻家ノ前線 

新潟県道 476号 西中野俣小平尾線 

新潟県道 477号 荒谷竜光線 

新潟県道 478号 平石西ノ裏線 

新潟県道 479号 岡新堀新田線 

新潟県道 480号 山中上野線 

新潟県道 481号 新宮二ツ屋線 

新潟県道 482号 秋成下船渡線 

新潟県道 483号 山之坊大峰小滝線 

新潟県道 484号 下出越線 

新潟県道 485号 東谷内溝尾線 

新潟県道 486号 姫川港青海線 

新潟県道 487号 姫川港線  

新潟県道 488号 三ツ屋中央線  

（欠番）   

新潟県道 490号 安田新潟自転車道線  

（欠番）   

新潟県道 492号 鷹ノ巣公園線  

新潟県道 493号 荒川中条線  

新潟県道 494号 熱田坂大長谷線  

（欠番）   

新潟県道 496号 二枚田狐窪線  

新潟県道 497号 加茂停車場線  

新潟県道 498号 長岡中之島見附線 旧国道 8号及び旧国道 17号 

新潟県道 499号 山田中潟線  

新潟県道 500号 黒又山大栃山線  

新潟県道 501号 江口今泉線  

新潟県道 502号 大桑原芋赤線  

新潟県道 503号 坊金虫川線  

新潟県道 504号 信濃斑尾高原線    長野県道と共通 

新潟県道 505号 入ノ平白馬線  

新潟県道 506号 岩沢中条線  

新潟県道 507号 写川中原線  

新潟県道 508号 荒井浜黒川線  

新潟県道 509号 五頭公園畑江線  

（欠番）   

新潟県道 511号 牧上野線  

新潟県道 512号 西津川線  

新潟県道 513号 中ノ沢内川線  

新潟県道 514号 水沢新田種芋原線  

新潟県道 515号 濁沢種芋原線  

新潟県道 516号 千足呼坂線  

新潟県道 517号 池ヶ原塩殿線  

（欠番）   

新潟県道 519号 南荷頃ヒ生線 

新潟県道 520号 法坂姉木線 

新潟県道 521号 欠ノ上五日町線 

新潟県道 522号 野田西本線 

新潟県道 523号 中ノ俣下綱子線 

新潟県道 524号 黒岩下小野線 

新潟県道 525号 親不知外波線 

新潟県道 526号 蒲池西山線 

（欠番）  

新潟県道 528号 真田高島線 

新潟県道 529号 瀬波温泉線 

新潟県道 530号 村上停車場線 

新潟県道 531号 村上神林線 

新潟県道 532号 虫野小出停車場線 

新潟県道 533号 岩室停車場線 

新潟県道 534号 春日山停車場線 

新潟県道 535号 八幡新田島潟線 

新潟県道 536号 五頭公園大室線 

新潟県道 537号 塚野目代官島線 

新潟県道 538号 大栃山細野線 

新潟県道 539号 茶屋峠高原線 

新潟県道 540号 越後中里停車場線 

新潟県道 541号 土樽越後中里停車場線 

新潟県道 542号 上越糸魚川自転車道線 

新潟県道 543号 沢崎木野浦線 

新潟県道 544号 次第浜新発田線 

新潟県道 545号 紫雲寺菅谷線 

新潟県道 546号 駒込北潟線 

新潟県道 547号 坪野三仏生線 

新潟県道 548号 大原木津線 

新潟県道 549号 渡部敦ヶ曽根線 

新潟県道 550号 東谷塚野山線 

新潟県道 551号 虫亀南荷頃線 

新潟県道 552号 高倉東野名線 

新潟県道 553号 広神小出線 

新潟県道 554号 蛭窪京岡線 

新潟県道 555号 内ノ倉公園線 

新潟県道 556号 新潟東港線 

新潟県道 557号 西川口和南津線 

新潟県道 558号 泉沢新田山口線 

新潟県道 559号 新座八箇線 

新潟県道 560号 田沢小栗山線 

新潟県道 561号 弥彦岩室線 

新潟県道 562号 角田山麓公園線 

新潟県道 563号 南平小平尾線 

新潟県道 564号 小面谷笹目線 

新潟県道 565号 郷土資料館線 

（欠番）  

新潟県道 567号 大石原線 

新潟県道 568号 須原スキー場線 

新潟県道 569号 守門湯之谷線 
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（欠番）  

新潟県道 571号 白山村松線 

新潟県道 572号 諏訪井太郎丸線 

新潟県道 573号 雷土新田浦佐線 

新潟県道 574号 寺泊西山線 

新潟県道 575号 高倉栗山沢線 

（欠番）  

新潟県道 577号 結東上郷宮野原線 

新潟県道 578号 松之山温泉線 

新潟県道 579号 上越脇野田新井線 

新潟県道 580号 柿高畑線 

新潟県道 581号 中山高原線 

新潟県道 582号 木沢相川線 

新潟県道 583号 村上朝日線  

新潟県道 584号 新井中郷線 旧国道 18号 

新潟県道 585号 中条停車場線  

新潟県道 586号 水原亀田線 旧国道 49号 

新潟県道 587号 三川インター線  

新潟県道 588号 滝谷村松線  

新潟県道 589号 小千谷長岡線      旧国道 17号 

新潟県道 590号 保田寺社線  

新潟県道 591号 中条インター線  

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R16:富山県道一覧 
 

富山県道 1号 富山魚津線 

富山県道 2号 魚津生地入善線 

富山県道 3号 富山立山魚津線 

富山県道 4号 富山上市線 

（欠番）  

富山県道 6号 富山立山公園線 

富山県道 7号 富山八尾線 

（欠番）  

富山県道 9号 富山戸出小矢部線 

石川県道・富山県道 10号 金沢湯涌福光線 

富山県道 11号 新湊庄川線 

（欠番）  

富山県道 13号 朝日宇奈月線 

富山県道 14号 黒部宇奈月線 

富山県道 15号 立山水橋線 

富山県道 16号 砺波小矢部線 

富山県道 17号 砺波庄川線 

富山県道・石川県道 18号 氷見田鶴浜線 

（欠番）  

富山県道 20号 砺波福光線 

富山県道 21号 井波城端線 

富山県道 22号 富山停車場線 

富山県道 23号 高岡停車場線 

富山県道 24号 伏木港線 

富山県道 25号 砺波細入線 

（欠番）  

石川県道・富山県道 27号 金沢井波線 

（欠番）  

富山県道・石川県道 29号 高岡羽咋線 

富山県道 30号 富山港線 

富山県道 31号 小杉婦中線 

富山県道 32号 小矢部伏木港線 

富山県道 33号 金山谷田方町線 

富山県道・岐阜県道 34号 利賀河合線 

富山県道 35号 立山山田線 

（欠番）  36-39 

富山県道 40号 高岡庄川線 

富山県道 41号 新湊平岡線 

富山県道 42号 小矢部福光線 

富山県道 43号 富山上滝立山線 

富山県道 44号 富山高岡線 

富山県道 45号 黒部朝日公園線 

富山県道 46号 上市北馬場線 

（欠番）  

富山県道 48号 福光福岡線 

（欠番）  49-50 

富山県道 51号 蓑輪滑川インター線 

富山県道 52号 石垣魚津インター線 

富山県道 53号 若栗生地線 

富山県道 54号 福光上平線 

富山県道 55号 富山空港線 

富山県道 56号 富山環状線 

富山県道 57号 高岡環状線 

富山県道 58号 高岡小杉線 

富山県道 59号 富山庄川線 

富山県道 60号 入善朝日線 

富山県道 61号 滑川上市線 

富山県道 62号 富山小杉線 

富山県道 63号 入善宇奈月線 

富山県道 64号 高岡氷見線 

富山県道 65号 富山大沢野線 

富山県道 66号 高岡砺波線 

富山県道 67号 宇奈月大沢野線 

富山県道 68号 富山外郭環状線 

富山県道 69号 富山笹津線 

富山県道 70号 万尾脇方線 

富山県道 71号 池尻福野線 

富山県道 72号 坪野小矢部線 

富山県道 73号 高岡青井谷線 

富山県道・石川県道 74号 小矢部津幡線 

石川県道・富山県道 75号 押水福岡線 

富山県道・石川県道 76号 氷見惣領志雄線 

富山県道 101号 大家庄東草野線 

富山県道 102号 山崎泊線 

富山県道 103号 田中横尾線 

富山県道 104号 泊停車場線 

富山県道 105号 山崎草野線 

富山県道 106号 北羽入入善線 

富山県道 107号 小杉椚山新線 

富山県道 108号 舟見入善線 

富山県道 109号 藤原横山君島線 

富山県道 110号 高畠上飯野線 

富山県道 111号 大家庄上飯野線 

富山県道 112号 北野滑川インター線 

富山県道 113号 吉原入善線 

富山県道 114号 青木吉原線 

新潟県道・富山県道 115号 上路市振停車場線 

富山県道 116号 小摺戸芦崎線 

富山県道 117号 上飯野入善停車場線 

富山県道 118号 生地停車場線 

富山県道 119号 沓掛生地線 

富山県道 120号 六天天神新線 

富山県道 121号 富山新駅停車場線 

富山県道 122号 石田前沢線 

富山県道 123号 石田停車場線 

富山県道 124号 本野三日市線 

富山県道 125号 福平石田線 

富山県道 126号 福平経田線 

富山県道 127号 経田停車場線 

富山県道 128号 阿弥陀堂魚津停車場線 

富山県道 129号 魚津停車場線 
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富山県道 130号 総合運動公園線 

富山県道 131号 高岡やぶなみ停車場線 

富山県道 132号 三箇吉島線 

富山県道 133号 山田砺波線 

富山県道 134号 奥田杉田線 

富山県道 135号 富山滑川魚津線 

富山県道 136号 坪野湯上線 

富山県道 137号 堀江魚津線 

富山県道 138号 栗山追分線 

富山県道 139号 滑川停車場線 

富山県道 140号 婦中平岡線 

富山県道 141号 虎谷大榎線 

富山県道 142号 栗山柳原線 

富山県道 143号 小森谷庄川線 

富山県道 144号 黒川滑川線 

富山県道 145号 極楽寺郷柿沢線 

富山県道 146号 五位尾上中町線 

富山県道 147号 立山舟橋線 

富山県道 148号 上市水橋線 

富山県道 149号 下砂子坂池田町線 

富山県道 150号 魚津入善線 

富山県道 151号 辻滑川線 

富山県道 152号 大岩神明町線 

（欠番）  

富山県道 154号 西種極楽寺線 

富山県道 155号 山本北中町線 

富山県道 156号 北島東町線 

富山県道 157号 寺坪上市線 

富山県道 158号 女川谷口線 

富山県道 159号 竹内清水堂線 

富山県道 160号 水橋停車場線 

富山県道 161号 岩峅寺大石原水橋線 

富山県道 162号 西大森寺坪線 

富山県道 163号 柿沢泉線 

富山県道 164号 五百石停車場線 

（欠番）  

富山県道 166号 谷口沢新線 

富山県道 167号 日中五百石線 

富山県道 168号 小又下段線 

富山県道 169号 米道上瀬戸線 

富山県道 170号 弘法称名立山停車場線 

富山県道 171号 浜黒崎宮町線 

富山県道 172号 八幡田稲荷線 

富山県道 173号 千原崎東富山停車場線 

富山県道 174号 上滝山室線 

富山県道 175号 新庄大山線 

（欠番）  

富山県道 177号 蓮町新庄線 

富山県道 178号 流杉双代線 

富山県道 179号 三室荒屋富山線 

富山県道 180号 上滝停車場線 

（欠番）  

富山県道 182号 原千垣停車場線 

富山県道 183号 大沢野大山線 

富山県道 184号 河内花崎線 

（欠番）  185-186 

富山県道 187号 荒屋敷月岡町線 

富山県道 188号 東猪谷富山線 

（欠番）  

富山県道 190号 稲荷停車場線 

富山県道 191号 下大久保上熊野線 

富山県道 192号 猪谷停車場線 

富山県道 193号 坂本長附線 

（欠番）  194-195 

富山県道 196号 笹津停車場線 

富山県道 197号 樫尾長川原線 

富山県道 198号 桐谷下笹原線 

富山県道 199号 掛畑井田新線 

富山県道 200号 井栗谷婦中線 

富山県道 201号 速星停車場線 

（欠番）  202-203 

富山県道 204号 小杉本江線 

富山県道 205号 練合宮尾線 

石川県道・富山県道 206号 津幡宮島峡公園線 

富山県道 207号 四方新中茶屋線 

富山県道 208号 小竹諏訪川原線 

（欠番）  209-210 

富山県道 211号 吉作小竹線 

富山県道 212号 西富山停車場線 

（欠番）  

石川県道・富山県道 214号 仮生末友線 

（欠番）  

富山県道 216号 小倉笹倉線 

富山県道 217号 千里停車場線 

富山県道 218号 館本郷添島線 

富山県道 219号 杉田高日附線 

富山県道 220号 下瀬小倉線 

（欠番）  

富山県道 222号 清水小滝谷線 

（欠番）  

富山県道 224号 湯八尾線 

富山県道 225号 上笹原東町線 

（欠番）  226-227 

富山県道 228号 島地新名線 

富山県道 229号 上百瀬島地線 

富山県道 230号 正間中線 

富山県道 231号 松木鷲塚線 

富山県道 232号 堀岡小杉線 

（欠番） 233-234 

富山県道 235号 片口牧野線 

富山県道 236号 小杉大門線 

富山県道 237号 宮ヶ谷北押川線 

（欠番）  

富山県道 239号 井栗谷大門線 

富山県道 240号 新湊港線 

（欠番）  241-242 

富山県道 243号 能町枇杷首線 

富山県道 244号 能町停車場線 

富山県道 245号 中道国分線 

富山県道 246号 小泉高岡線 

富山県道 247号 中川南町線 

（欠番）  248-250 

富山県道 251号 本保福岡線 

富山県道 252号 戸出高岡線 

富山県道 253号 戸出停車場線 

富山県道 254号 立野鴨島線 

富山県道 255号 守山向野線 

（欠番）  256-257 

富山県道 258号 北高木新富町線 

富山県道 259号 北高木立野線 

富山県道 260号 安養寺砺波線 

富山県道 261号 砺波停車場線 

（欠番）  

富山県道 263号 福岡停車場線 

（欠番）  264-265 

富山県道 266号 岡笹川線 

富山県道 267号 福岡宮島峡公園線 

（欠番）  268-269 

富山県道 270号 今石動上野本線 

富山県道 271号 石動停車場線 

（欠番）  

富山県道 273号 浅地小矢部線 

富山県道 274号 砂子谷埴生線 

（欠番）  

富山県道 276号 西中大滝線 
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富山県道 277号 福野城端線 

富山県道 278号 福野停車場線 

富山県道 279号 安居福野線 

富山県道 280号 井波福野線 

（欠番）  281-283 

富山県道 284号 井波井口城端線 

富山県道 285号 西勝寺福野線 

石川県道・富山県道 286号 刈安安楽寺線 

（欠番）  287-288 

富山県道 289号 臼中福光線 

富山県道 290号 福光停車場線 

富山県道 291号 才川七城端線 

富山県道 292号 城端嫁兼線 

富山県道 293号 長楽寺福光線 

富山県道 294号 川上中北野線 

（欠番）  

富山県道 296号 仏生寺太田線 

富山県道 297号 島尾停車場線 

（欠番）  

富山県道 299号 下田子島尾線 

富山県道・石川県道 300号 氷見志雄線 

富山県道 301号 氷見停車場線 

富山県道 302号 氷見港氷見停車場線 

富山県道 303号 柿谷池田線 

石川県道・富山県道 304号 鹿西氷見線 

（欠番）  

富山県道 306号 平阿尾線 

（欠番） 307-311 

富山県道 312号 鞍川中町線 

（欠番）  

富山県道 314号 沓掛魚津線 

富山県道 315号 辻ヶ堂市田袋線 

富山県道 316号 稲荷町新庄線 

富山県道 317号 下掛尾堀川小泉線 

富山県道 318号 笹津安養寺線 

（欠番）  

富山県道 320号 古鹿熊滑川線 

富山県道 321号 中沖呉羽線 

富山県道 322号 八町大門線 

富山県道 323号 西松瀬八十島線 

富山県道 324号 谷坪野芹川線 

石川県道・富山県道 325号 良川磯辺線 

富山県道 326号 金山古黒部線 

富山県道 327号 新屋上野線 

富山県道 328号 音沢中ノ口線 

富山県道 329号 中山田家新線 

富山県道 330号 小川寺木下新線 

富山県道 331号 黒谷上村木線 

富山県道 332号 大海寺新本町線 

富山県道 333号 剣岳公園線 

（欠番）  

富山県道 335号 滑川自然公園線 

富山県道 336号 極楽寺湯神子線 

（欠番）  

富山県道 338号 常願寺沖線 

（欠番）  

富山県道 340号 二松上大久保線 

富山県道 341号 八尾大沢野線 

富山県道 342号 中神通井田線 

富山県道 343号 茗ヶ原八尾線 

富山県道 344号 千里八尾線 

（欠番）  

富山県道 346号 山田湯谷線 

富山県道 347号 東老田白石線 

富山県道 348号 太閤山戸破線 

富山県道 349号 白石西高木戸破線 

富山県道 350号 堀岡新明神能町線 

富山県道 351号 姫野能町線 

富山県道 352号 広上大門新線 

富山県道 353号 西部金屋戸出線 

富山県道 354号 川内五郎丸線 

富山県道 355号 才川七法林寺線 

富山県道 356号 林道温泉線 

（欠番）  

富山県道 358号 横越大滝線 

富山県道 359号 石堤大野線 

（欠番）  

富山県道 361号 五十里氷見線 

富山県道 362号 桑ノ院赤毛線 

富山県道 363号 町山河原線 

富山県道 364号 下垣内前沢線 

富山県道 365号 流杉町袋線 

富山県道 366号 西大森前沢線 

富山県道 367号 串田新黒河線 

富山県道 368号 藤森岡線 

富山県道 369号 小野上渡線 

富山県道 370号 富山庄川小矢部自転車道線 

富山県道 371号 本町高木出線 

（欠番）  

富山県道 373号 薮田下田子線 

富山県道 374号 境宮崎線 

富山県道 375号 富山朝日自転車道線 

（欠番）  

富山県道 377号 小杉吉谷線 

富山県道 378号 松倉宮路線 

富山県道 379号 水橋停車場水橋小路線 
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R17:石川県道一覧 
 

石川県道 1号 七尾輪島線  

石川県道 2号 七尾羽咋線  

石川県道 3号 田鶴浜堀松線  

石川県道 4号 小松鶴来線  

石川県道 5号 福井加賀線     福井県道と共通 

石川県道 6号 宇出津町野線  

石川県道 7号 穴水門前線  

石川県道 8号 松任宇ノ気線  

（欠番）   

石川県道 10号 金沢湯涌福光線    富山県道と共通 

石川県道 11号 小松山中線  

石川県道 12号 蛸島港線  

石川県道 13号 金沢停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

石川県道 17号 金沢港線  

石川県道 18号 氷見田鶴浜線    富山県道と共通 

石川県道 19号 橋立港線  

石川県道 20号 小松加賀線  

（欠番）   

石川県道 22号 金沢小松線  

石川県道 23号 富来中島線  

（欠番）   

石川県道 25号 金沢美川小松線  
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石川県道 26号 珠洲穴水線  

石川県道 27号 金沢井波線     富山県道と共通 

石川県道 28号 大谷狼煙飯田線  

石川県道 29号 高岡羽咋線     富山県道と共通 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）  

石川県道 33号 白山公園線 

石川県道 34号 能都穴水線 

石川県道 35号 能都内浦線 

石川県道 36号 志賀富来線 

石川県道 37号 輪島山田線 

石川県道 38号 輪島浦上線 

石川県道 39号 山中伊切線 

石川県道 40号 珠洲里線 

（欠番）  

（欠番）  

石川県道 43号 丸山加賀線 

石川県道 44号 小松鳥越鶴来線 

石川県道 45号 金沢鶴来線 

石川県道 46号 志賀田鶴浜線 

石川県道 47号 七尾能登島公園線 

石川県道 48号 福浦港中島線  

石川県道 49号 深谷中浜線  

石川県道 50号 穴水剱地線  

石川県道 51号 輪島富来線  

石川県道 52号 折戸飯田線  

石川県道 53号 岩間一里野線  

石川県道 54号 寺畠小松線  

石川県道 55号 小松辰口線  

石川県道 56号 七塚宇ノ気線  

石川県道 57号 内浦柳田線  

石川県道 58号 鶴来美川インター線  

石川県道 59号 高松津幡線  

石川県道 60号 金沢田鶴浜線    「のと里山海道」 

石川県道 61号 加賀インター線  

（欠番）  62-73 

石川県道 74号 小矢部津幡線    富山県道と共通 

石川県道 75号 押水福岡線     富山県道と共通 

石川県道 76号 氷見惣領志雄線    富山県道と共通 

石川県道 101号 小松根上線  

石川県道 102号 根上寺井線  

石川県道 103号 鶴来水島美川線  

石川県道 104号 松任美川線  

石川県道 105号 松任鶴来線  

石川県道 106号 野々市西金沢停車場線  

石川県道 107号 新保矢田野線  

（欠番）   

石川県道 109号 阿手尾小屋線  

（欠番）   

石川県道 111号 大野八幡線  

石川県道 112号 良川停車場線  

石川県道 113号 穴水港穴水停車場線  

石川県道 114号 小原土清水線  

（欠番）  

石川県道 116号 末吉七尾線 

石川県道 117号 塩屋港線 

石川県道 118号 大聖寺停車場線 

石川県道 119号 寺井停車場線 

石川県道 120号 白山別当出合線 

石川県道 121号 鶴来停車場線 

石川県道 122号 加賀笠間停車場線 

石川県道 123号 東金沢停車場線 

石川県道 124号 本津幡停車場線 

（欠番）  

石川県道 126号 宇野気停車場線 

石川県道 127号 高松停車場線 

石川県道 128号 敷浪停車場線 

石川県道 129号 滝港線 

（欠番）  旧石川県道 130号妙成寺線 

石川県道 131号 徳田停車場線  

石川県道 132号 七尾港線  

石川県道 133号 石崎港線  

石川県道 134号 輪島港線  

（欠番） 旧石川県道 135号     輪島停車場線 

（欠番） 旧石川県道 136号    能登市之瀬停車場線 

石川県道 137号 宇出津港線  

石川県道 138号 飯田港線  

（欠番）   

石川県道 140号 上木中町線  

石川県道 141号 熊坂今出線  

石川県道 142号 荒木田原町線  

石川県道 143号 深田片野下福田線  

石川県道 144号 別所野町線  

石川県道 145号 串加賀線  

石川県道 146号 金沢停車場南線  

石川県道 147号 片山津山代線 

石川県道 148号 小塩潮津線 

石川県道 149号 潮津串線 

石川県道 150号 動橋山代線 

石川県道 151号 水田丸黒瀬線 

（欠番）  

石川県道 153号 我谷今立塔尾線 

石川県道 154号 滝ヶ原栄谷線 

（欠番）  

石川県道 156号 高塚粟津線 

石川県道 157号 松任寺井線 

石川県道 158号 日末村松線 

石川県道 159号 金沢停車場北線 

石川県道 160号 尾小屋尾小屋停車場線 

石川県道 161号 大杉長谷線 

石川県道 162号 高松内灘線 

石川県道 163号 瀬領粟津線  

（欠番）  旧石川県道 164号津波倉寺井線 

石川県道 165号 金平寺井線  

（欠番）   

石川県道 167号 布橋出合線  

（欠番）   

石川県道 169号 粟生小松線  

石川県道 170号 西二口長田線  

石川県道 171号 吉原寺井線  

石川県道 172号 徳久粟生線  

石川県道 173号 和気寺井線  

石川県道 174号 安吉松任線  

（欠番）   

石川県道 176号 草深木呂場美川線  

石川県道 177号 城山線  

石川県道 178号 木滑釜清水線  

石川県道 179号 野々市鶴来線 

石川県道 180号 河合江津線 

石川県道 181号 内尾口直海線 

（欠番）  

石川県道 183号 中町美川停車場線 

石川県道 184号 松本木津線 

石川県道 185号 徳光北安田線 

石川県道 186号 倉部成線 

石川県道 187号 八日市松任停車場線 

石川県道 188号 三反田松任線 

石川県道 189号 額谷三浦線 

石川県道 190号 矢作松任線 

（欠番）  

石川県道 192号 河内藤瀬線 

石川県道 193号 窪野々市線 

石川県道 194号 宮永横川町線 

石川県道 195号 倉部金沢線  
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石川県道 196号 上安原昭和町線  

石川県道 197号 寺中西金沢線  

石川県道 198号 畝田大野線  

（欠番）   

石川県道 200号 向粟崎安江町線  

石川県道 201号 蚊爪森本停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）  旧石川県道 204号八田金沢線 

石川県道 205号 八田南森本線  

石川県道 206号 津幡宮島峡公園線   富山県道と共通 

石川県道 207号 倉谷土清水線  

（欠番）  旧石川県道 208号野田上野町線 

石川県道 209号 芝原石引町線  

石川県道 210号 清水小坂線  

石川県道 211号 二俣古屋谷線  

石川県道 212号 中尾津幡線  

石川県道 213号 仮生堅田線  

石川県道 214号 仮生末友線     富山県道と共通 

石川県道 215号 森本津幡線  

石川県道 216号 南中条津幡停車場線  

石川県道 217号 川尻津幡線  

石川県道 218号 莇谷津幡線  

石川県道 219号 興津刈安線  

（欠番）   

石川県道 221号 瓜生能瀬線  

石川県道 222号 池田江崎線  

石川県道 223号 種七窪線  

（欠番）   

石川県道 225号 木津横山停車場線  

石川県道 226号 黒川横山線  

石川県道 227号 八野高松線 

（欠番）  

石川県道 229号 宝達今浜線 

石川県道 230号 小川宝達停車場線 

石川県道 231号 向瀬杉野屋線 

石川県道 232号 若部千里浜インター線 

石川県道 233号 羽咋田鶴浜線 

石川県道 234号 函屋酒井線 

（欠番）  

石川県道 236号 松木代田線 

（欠番）  

（欠番）  

（欠番）  

石川県道 240号 金丸金丸停車場線 

（欠番）  

石川県道 242号 久江鹿西線 

（欠番）  

石川県道 244号 七尾鹿島羽咋線 

石川県道 245号 花園藤野線 

石川県道 246号 庵鵜浦大田新線 

（欠番）  

石川県道 248号 和倉和倉停車場線 

石川県道 249号 池崎徳田線 

石川県道 250号 能登部停車場線 

石川県道 251号 志賀鹿西線 

石川県道 252号 瀬戸春木線 

石川県道 253号 豊田笠師保停車場線 

石川県道 254号 土川浜田線 

石川県道 255号 長浦中島線 

石川県道 256号 長浦小牧線 

石川県道 257号 田尻祖母浦半浦線 

石川県道 258号 野崎向田線 

（欠番）  

石川県道 260号 久川馬場線 

（欠番）  

石川県道 262号 大町穴水停車場線 

石川県道 263号 桂谷川島線 

石川県道 264号 小滝北川線 

石川県道 265号 鹿磯港道下線 

石川県道 266号 五十洲亀部田線 

（欠番）  

（欠番）  

石川県道 269号 滝又三井線 

（欠番）  

石川県道 271号 漆原下出線 

 

石川県道 272号 上黒丸大谷線 

石川県道 273号 鮭尾比良線 

（欠番）  

石川県道 275号 与呂見藤波線  

石川県道 276号 五十里深見線  

石川県道 277号 柳田里線  

石川県道 278号 金蔵川西線  

石川県道 279号 大屋杉山線  

石川県道 280号 若山上戸線  

（欠番）   

（欠番）   

石川県道 283号 小木小木港線  

石川県道 284号 小木時長線  

石川県道 285号 高屋出田線  

石川県道 286号 刈安安楽寺線    富山県道と共通 

石川県道 287号 粟津正院線  

 

石川県道 288号 鈴ヶ嶺矢波線  

石川県道 289号 百海七尾線  

（欠番）   

石川県道 291号 三日市松任線  

石川県道 292号 加賀温泉停車場線  

石川県道 293号 羽咋巌門自転車道線    羽咋健民自転車道 

石川県道 294号 金沢小松自転車道線    加賀海浜自転車道 

石川県道 295号 小松加賀自転車道線 小松加賀健民自転車道 

石川県道 296号 三木塩屋線  

石川県道 297号 鍋谷寺畠線  

石川県道 298号 七尾鳥屋線  

石川県道 299号 近岡諸江線  

石川県道 300号 氷見志雄線     富山県道と共通 

石川県道 301号 若葉台松木線  

石川県道 302号 手取川自転車道線   手取キャニオンロード 

石川県道 303号 柏木穴水線  

石川県道 304号 鹿西氷見線     富山県道と共通 

石川県道 305号 所司原神子原線  

石川県道 325号 良川磯辺線     富山県道と共通 

石川県道 326号 金沢羽咋自転車道線）  

石川県道 326号 金沢羽咋自転車道線 旧石川県道 60号 

      金沢田鶴浜線・能登海浜自転車道 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R18:福井県道一覧 
 
福井県道 1号 小浜綾部線   おばま･あやべ  京都府道と共通 

福井県道 2号 武生美山線  たけふ･みやま 

福井県道 3号 福井大森河野線 ふくい･おおもり･こうの 

福井県道 4号 越前宮崎線  えちぜん･みやざき 

福井県道 5号 福井加賀線  ふくい･かが  石川県道と共通 

福井県道 6号 福井四ヶ浦線 ふくい･しかうら 
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福井県道 7号 三国東尋坊芦原線  みくに･とうじんぼう･あわら 

（欠番）  国道 8号との混同を避けるため   

福井県道 9号 芦原丸岡線  あわら･まるおか 

福井県道 10号 丸岡川西線  まるおか･かわにし 

福井県道 11号 福井停車場線 ふくい 

福井県道 12号 武生停車場線 たけふ 

福井県道 13号 敦賀停車場線 つるが 

福井県道 14号 小浜停車場線 おばま 

福井県道 15号 小浜港線  おばまこう 

福井県道 16号 坂本高浜線  さかもと･たかはま  

福井県道 17号 勝山丸岡線  かつやま･まるおか  

福井県道 18号 鯖江美山線  さばえ･みやま  

福井県道 19号 武生米ノ線  たけふ･こめの  

福井県道 20号 三国春江線  みくに･はるえ  

福井県道 21号 舞鶴野原港高浜線   

   まいづる･のはらこう･たかはま  京都府道と共通 

福井県道 22号 上中田烏線  かみなか･たがらす  

福井県道 23号 小浜朽木高島線 おばま･くつき･たかしま 

         滋賀県道と共通 

福井県道 24号 小浜上中線  おばま･かみなか  

福井県道 25号 福井今立線  ふくい･いまだて  

福井県道 26号 大野勝山線  おおの･かつやま  

（欠番）  国道 27号との混同を避けるため  

福井県道 28号 福井朝日武生線 ふくい･あさひ･たけふ  

福井県道 29号 福井金津線  ふくい･かなづ  

福井県道 30号 福井丸岡線  ふくい･まるおか 旧国道 8号 

福井県道 31号 篠尾勝山線  しのお･かつやま  

福井県道 32号 清水美山線  しみず･みやま 

福井県道 33号 佐田竹波敦賀線 さた･たけなみ･つるが 

          敦賀半島横断道路 

福井県道 34号 松ケ谷宝慶寺大野線 

        まつがたに･ほうきょうじ･おおの 

福井県道 35号 久坂中ノ畑小浜線  ひささか･なかのはた･おばま 

福井県道 36号 敦賀港線  つるがこう 

福井県道 37号 金津インター線 かなづ 

福井県道 38号 丸岡インター線 まるおか 

福井県道 39号 鯖江インター線 さばえ 

福井県道 40号 武生インター線 たけふ 

（欠番）  41-100  

福井県道 101号 三国金津線  みくに･かなづ 

福井県道 102号 春江川西線  はるえ･かわにし 

福井県道 103号 福井三国線  ふくい･みくに 

福井県道 104号 鯖江織田線  さばえ･おた 

福井県道 105号 鯖江今立線  さばえ･いまだて 

福井県道 106号 三国丸岡停車場線 みくに･まるおか 

福井県道 107号 泊小浜停車場線 とまり･おばま 

福井県道 108号 春江丸岡線  はるえ･まるおか 

福井県道 109号 南横地芦原線 みなみよこじ･あわら 

福井県道 110号 中川松岡線  なかがわ･まつおか 

福井県道 111号 舟橋松岡線  ふなばし･まつおか 

福井県道 112号 栃神谷鳴鹿森田線  とちがみや･なるか･もりた 

福井県道 113号 稲津松岡線  いなづ･まつおか 

福井県道 114号 吉野福井線  よしの･ふくい 

福井県道 115号 殿下福井線  でんが･ふくい 

福井県道 116号 徳光福井線  とくみつ･ふくい 

福井県道 117号 今立池田線  いまだて･いけだ 

福井県道 118号 東美浜停車場線 ひがしみはま 

福井県道 119号 三国停車場線 みくに 

福井県道 120号 細呂木停車場北潟線 ほそろぎ･きたがた 

福井県道 121号 芦原湯町停車場線 あわらゆのまち 

福井県道 122号 芦原温泉停車場線 あわらおんせん 

福井県道 123号 芦原温泉停車場中川線  ･なかがわ 

福井県道 124号 牛ノ谷停車場線 うしのや 

福井県道 125号 森田停車場線 もりた 

福井県道 126号 森田停車場中角線 もりた･なかつの 

福井県道 127号 白山中居神社朝日線 

  はくさんちゅうきょじんじゃ･あさひ  岐阜県道と共通 

福井県道 128号 福井停車場米松線 ふくい･よねまつ 

福井県道 129号 福井新停車場線  ふくいしん 

福井県道 130号 河内熊川線  こうち･くまがわ 

福井県道 131号 勝山停車場線 かつやま 

福井県道 132号 平泉寺線  へいせんじ 

（欠番）    

福井県道 134号 鯖江停車場線 さばえ 

福井県道 135号 谷北六呂師線 たに･きたろくろし 

福井県道 136号 帆山王子保停車場線 ほやま･おうしお 

福井県道 137号 杣山城趾線  そまやまじょうし 

福井県道 138号 今庄停車場線 いまじょう 

（欠番）    

福井県道 140号 敦賀柳ヶ瀬線 つるが･やながせ 滋賀県道と共通 

福井県道 141号 竹波立石縄間線 たけなみ･たけいし･のうま 

          敦賀半島道路 

福井県道 142号 松島若葉線  まつしま･わかば 

福井県道 143号 松原粟野停車場線 まつばら･あわの 

福井県道 144号 三方停車場線 みかた 

福井県道 145号 十村停車場線 とむら 

福井県道 146号 東小浜停車場線 ひがしおばま 

福井県道 147号 瓜生今福線  うりゅう･いまふく 

福井県道 148号 加斗停車場線 かと 

福井県道 149号 音海中津海線 おとみ･なかつみ 

福井県道 150号 青郷停車場線 あおのごう 

福井県道 151号 加戸三国線  かど･みくに 

福井県道 152号 波松芦原線  なみまつ･あわら 

福井県道 153号 水口牛ノ谷線 みずぐち･うしのや 

福井県道 154号 高柳矢地線  たかやなぎ･やじ 

福井県道 155号 八幡横越線  はちまん･よこごし 

福井県道 156号 佐野山岸線  さの･やまぎし 

（欠番）  国道 157号との混同を避けるため  

（欠番）  国道 158号との混同を避けるため 

福井県道 159号 長畑金津線  なかばたけ･かなづ 

福井県道 160号 板倉高江線  いたくら･たかえ 

（欠番）  国道 161号との混同を避けるため   

（欠番）  国道 162号との混同を避けるため   

福井県道 163号 高江針原線  たかえ･はりばら 

福井県道 164号 大畑松岡線  おばたけ･まつおか 

福井県道 165号 京善原目線  きょうぜん･はらめ 

福井県道 166号 北潟平山線  きたがた･ひらやま 

福井県道 167号 磯部島西瓜屋線 いそべじま･にしうりや 

福井県道 168号 藤巻下荒井線 ふじまき･しもあらい 

福井県道 169号 平泉寺大渡線 へいせんじ･おおわたり 

福井県道 170号 五条方下荒井線 ごじょうがた･しもあらい 

福井県道 171号 五条方松原出勝山線  

     ごじょうがた･まつばらで･かつやま 

福井県道 172号 皿谷大野線  さらだに･おおの 

福井県道 173号 上小池勝原線 かみこいけ･かどはら 

福井県道 174号 上大納下山線 かみおおのう･しもやま 

福井県道 175号 熊河池田線  くまのこ･いけだ 

福井県道 176号 御本丸大手町線 ごほんまる･おおてちょう 

福井県道 177号 山奥九十九橋線 やまおく･つくもばし 

福井県道 178号 篠尾出作線  しのお･しゅっさく 

福井県道 179号 淵上志比口線 ふちのうえ･しひぐち 

福井県道 180号 東郷福井線  とうごう･ふくい 

福井県道 181号 東郷麻生津線 とうごう･あそうづ 

福井県道 182号 三尾野別所線 みおの･べっしょ 

福井県道 183号 上一光大丹生線 かみいかり･おにゅう 

福井県道 184号 別所朝日線  べっしょ･あさひ 

福井県道 185号 鯖江清水線  さばえ･しみず 

福井県道 186号 神明停車場線 しんめい 

福井県道 187号 寺朝日線  てら･あさひ 

福井県道 188号 石田家久停車場線 いしだ･いえひさ 

福井県道 189号 青野鯖江線  あおの･さばえ 

福井県道 190号 小曽原武生線 おぞわら･たけふ 

福井県道 191号 鯖江浅水線  さばえ･あそうず 

福井県道 192号 上河内北中線 かみこうち･きたなか 

福井県道 193号 藤木新堂線  ふじき･しんどう 
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福井県道 194号 西尾鯖江停車場線 にしお･さばえ 

福井県道 195号 大土呂停車場河北線 おおどろ･こぎた 

福井県道 196号 北吾妻武生新停車場線 きたあずま･たけふしん 

福井県道 197号 文室池泉線  ふみむろ･いけいずみ 

福井県道 198号 池泉今立線  いけいずみ･いまだて 

福井県道 199号 大滝定友線  おおたき･さだとも 

福井県道 200号 岩本粟田部線 いわもと･あわたべ 

福井県道 201号 菅生武生線  すごう･たけふ 

福井県道 202号 中小屋武生線 なかごや･たけふ 

福井県道 203号 池田南条線  いけだ･なんじょう 

福井県道 204号 大谷杉津線  おおたに･すいづ 

福井県道 205号 湯谷王子保停車場線 ゆや･おうしお 

福井県道 206号 甲楽城勝連花線 かぶらき･しょうれんげ 

福井県道 207号 今庄杉津線  いまじょう･すいづ 

福井県道 208号 徳光鯖江線  とくみつ･さばえ 

福井県道 209号 五幡新保停車場線 いつはた･しんぼ 

福井県道 210号 津内櫛林線  つない･くしばやし 

福井県道 211号 山櫛林線  やま･くしばやし 

福井県道 212号 寺武生線  てら･たけふ 

福井県道 213号 松屋河原市線 まつや･かわらいち 

福井県道 214号 日向郷市線  ひるが･ごういち 

福井県道 215号 久々子金山線 くぐし･かねやま 

福井県道 216号 常神三方線  つねがみ･みかた 

福井県道 217号 海士坂鳥浜線 あまさか･とりはま 

福井県道 218号 新道安賀里線 しんどう･あがり 

福井県道 219号 本保平野線  ほんぼ･ひらの 

福井県道 220号 羽賀東小浜停車場線 はが･ひがしおばま 

福井県道 221号 奥越高原線  おくえつこうげん 

福井県道 222号 中井青井線  なかい･あおい 

福井県道 223号 岡田深谷線  おかだ･ふかたに 

福井県道 224号 染ヶ谷小倉線 そめがたに･おぐら 

福井県道 225号 敦賀美浜線  つるが･みはま 

福井県道 226号 三国停車場桜谷線 みくに･さくらだに 

福井県道 227号 鷹巣港線  たかすこう 

福井県道 228号 福井停車場勝見線 ふくい･かつみ 

福井県道 229号 福井鯖江線  ふくい･さばえ 

福井県道 230号 大谷秋生大野線 おおたに･あきう･おおの 

福井県道 231号 広野大門線  ひろの･だいもん 

福井県道 232号 竹田東古市停車場線 たけだ･ひがしふるいち 

福井県道 233号 美浜停車場線 みはま 

福井県道 234号 福井空港線  ふくいくうこう 

福井県道 235号 加斗袖崎住吉線  かと･そでさき･すみよし 

福井県道 236号 高浜港高浜停車場線 たかはまこう･たかはま 

福井県道 237号 畑若狭和田停車場線 はた･わかさわだ 

福井県道 238号 一乗谷朝倉氏遺跡東大味線 

   いちじょうだにあさくらしいせき･ひがしおおみ 

福井県道 239号 上唯野西屋勝山線 

      かみゆいの･にしや･かつやま 

福井県道 240号 本郷大野線  ほんごう･おおの 

福井県道 241号 赤礁崎公園線 あかぐりさきこうえん 

福井県道 242号 勝見稲津線  かつみ･いなづ 

福井県道 243号 領家河和田線 りょうけ･かわだ 

福井県道 244号 三方五湖公園線 みかたごここうえん 

福井県道 245号 永平寺線  えいへいじ 

福井県道 246号 杉山兼田線  すぎやま･かねだ 

福井県道 247号 南条停車場線 なんじょう 

福井県道 248号 武生池田線  たけふ･いけだ 

福井県道 249号 田烏公園線  たがらすこうえん 

欠番    

福井県道 251号 本郷福井線  ほんごう･ふくい 

福井県道 252号 三尾野鯖江線 みおの･さばえ 

福井県道 253号 清水麻生津線 しみず･あそうづ 

欠番    

福井県道 255号 牧福島上荒川線 まきふくしま･かみあらかわ 

福井県道 256号 福井港線  ふくいこう 

福井県道 257号 坂井金津線  さかい･かなづ 

福井県道 258号 トリムパークかなづ線 トリムパークかなづ 

福井県道 259号 龍ヶ鼻ダム公園線   りゅうがはなダムこうえん 

福井県道 260号 勝山インター線 かつやまインター 

福井県道 261号 滝波長山線  たきなみ･ながやま 

福井県道 262号 武生インター東線 たけふインターひがし 

福井県道 263号 糸生宮崎線  いとう･みやざき 

福井県道 264号 越前織田線  えちぜん･おた 

福井県道 265号 ふくい健康の森線 ふくいけんこうのもり 

福井県道 266号 犬見崎和田線 いぬみさき･わだ 

福井県道 267号 小浜インター線 おばまインター 

福井県道 268号 福井森田丸岡線 ふくい・もりた・まるおか 

福井県道 269号 南越駅線  なんえつえき 

福井県道 270号 桝谷ダム宇津尾線 ますたにダム・うつお 

福井県道 271号 敦賀駅東線  つるがえきひがし 

福井県道 771号 名田庄綾部線 なたしょう･あやべ 

         京都府道と共通 

福井県道 772号 高浜舞鶴線  たかはま･まいづる 

         京都府道と共通 

福井県道 801号 永平寺福井自転車道線  えいへいじ･ふくい 

福井県道 802号 小浜大飯高浜自転車道線  

      おばま･おおい･たかはま 

福井県道 803号 北潟湖畔自転車道線 きたがたこはん 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R19:山梨県道一覧 
 

1・2 （欠番） 

山梨県道 3号 甲府市川三郷線 

山梨県道 4号 市川三郷富士川線 

山梨県道 5号 甲府南アルプス線 

山梨県道 6号 甲府韮崎線 

山梨県道 7号 甲府昇仙峡線 

（欠番）  

山梨県道 9号 市川三郷身延線 

静岡県道・山梨県道 10号 富士川身延線 

山梨県道・長野県道 11号 北杜富士見線 

山梨県道 12号 韮崎南アルプス中央線 

（欠番）  13-16 

長野県道・山梨県道 17号 茅野北杜韮崎線 

山梨県道 18号 上野原丹波山線 

（欠番）  

山梨県道 20号 甲斐芦安線 

山梨県道 21号 河口湖精進線 

山梨県道 22号 甲府笛吹線 

山梨県道 23号 韮崎増富線 

山梨県道 24号 都留道志線 

山梨県道 25号 甲斐中央線 

山梨県道 26号 富士川南アルプス線 

山梨県道 27号 韮崎昇仙峡線 

山梨県道 28号 北杜八ヶ岳公園線 

山梨県道 29号 甲府中央右左口線 

山梨県道 30号 大月上野原線 

山梨県道 31号 甲府山梨線 

山梨県道 32号 長坂高根線 

山梨県道・東京都道 33号 上野原あきる野線 

山梨県道 34号 白井甲州線 

山梨県道・神奈川県道 35号 四日市場上野原線 

山梨県道 36号 笛吹市川三郷線 

山梨県道 37号 南アルプス公園線 

山梨県道 38号 塩山勝沼線 

山梨県道 39号 今諏訪北村線 
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山梨県道 40号 都留インター線 

山梨県道 41号 須玉インター線 

山梨県道 42号 韮崎南アルプス富士川線 

（欠番）  43-70 

静岡県道・山梨県道 71号 富士宮鳴沢線 

（欠番）  72-99 

 甲府・中巨摩エリア  

（欠番）  

山梨県道 101号 敷島竜王線 

山梨県道 102号 酒折停車場線 

山梨県道 103号 南甲府停車場線 

山梨県道 104号 天神平甲府線 

山梨県道 105号 一軒茶屋荊沢線 

山梨県道 106号 中下条甲府線 

山梨県道 107号 飯野新田白根線 

山梨県道 108号 県民の森公園線 

山梨県道 109号 善光寺線 

山梨県道 110号 桃園市之瀬線 

山梨県道 111号 緑ヶ丘運動公園線 

山梨県道 112号 川窪猪狩線 

山梨県道 113号 甲府精進湖線 

山梨県道 114号 南アルプス甲斐自転車道線 

山梨県道 115号 西下条音羽自転車道線 

山梨県道 116号 臼井阿原竜王線 

山梨県道 117号 小瀬スポーツ公園線 

山梨県道 118号 南アルプス甲斐線 

山梨県道 119号 愛宕山公園線 

（欠番）  120-200 

 東山梨エリア   

山梨県道 201号 塩山停車場大菩薩嶺線  

山梨県道 202号 山梨市停車場線  

山梨県道 203号 初鹿野停車場線  

山梨県道 204号 休息山梨線  

山梨県道 205号 三日市場南線  

山梨県道 206号 塩平窪平線  

山梨県道 207号 平沢千野線  

山梨県道 208号 下神内川石和温泉停車場線  

山梨県道 209号 乾徳山線  

（欠番）  杣口塩山線  

山梨県道 211号 山梨笛吹線  

山梨県道 212号 日影笹子線  

山梨県道 213号 下荻原三日市場線  

山梨県道 214号 休息勝沼線  

（欠番）  旧山梨県道 215号栖雲寺線→ 

     現在：218号大菩薩初鹿野線の一部 

山梨県道 216号 万力小屋敷線 

山梨県道 217号 深沢等々力線 

山梨県道 218号 大菩薩初鹿野線 

山梨県道 219号 柳平塩山線 

（欠番）  220-299 

 笛吹エリア）  

（欠番）  

山梨県道 301号 白井河原八田線 

山梨県道 302号 石和温泉停車場線 

山梨県道 303号 市之蔵山梨線 

（欠番）  上黒駒石和線 

山梨県道 305号 竹居御坂線 

山梨県道 306号 田中勝沼線 

山梨県道 307号 石和温泉停車場松本線 

山梨県道 308号 鶯宿上曽根線 

（欠番）  石橋石和線→現在：313号藤垈石和線の一部 

山梨県道 310号 小石和市部線 

山梨県道 311号 栗合成田線 

（欠番）  一宮山梨線 

山梨県道 313号 藤垈石和線 

山梨県道 314号 一宮山梨線 

（欠番） 315-399 

 峡南北部エリア  

（欠番）  

山梨県道 401号 市川大門停車場線 

山梨県道 402号 鰍沢口停車場線 

山梨県道 403号 甲斐岩間停車場西島線 

山梨県道 404号 古関割子線 

山梨県道 405号 割子切石線 

（欠番）  旧小室鰍沢線→現在：420号高下鰍沢線の一部 

山梨県道 407号 十谷鬼島線 

山梨県道 408号 甲斐上野停車場線 

山梨県道 409号 四尾連湖公園線 

山梨県道 410号 粟倉飯富線 

山梨県道 411号 下部飯富線 

山梨県道 412号 栃代常葉線 

山梨県道 413号 平林青柳線 

山梨県道 414号 山保久那土線 

山梨県道 415号 湯之奥上之平線 

山梨県道 416号 折門古関線 

山梨県道 417号 市川三郷山梨自転車道線 

（欠番） 旧曙静川線→現在：421号遅沢静川線の一部 

山梨県道 419号 甲斐常葉停車場線 

山梨県道 420号 高下鰍沢線 

山梨県道 421号 遅沢静川線 

（欠番）  422-499 

 北都留エリア  

（欠番）  

山梨県道 501号 猿橋停車場線 

山梨県道 502号 大月停車場線 

山梨県道 503号 初狩停車場線 

山梨県道 504号 笹子停車場線 

山梨県道 505号 小和田猿橋線 

山梨県道 506号 新田松留線 

山梨県道 507号 野田尻四方津停車場線 

山梨県道 508号 大菩薩峠線 

山梨県道 509号 朝日小沢猿橋線 

山梨県道 510号 桑西下真木線 

山梨県道 511号 浅川瀬戸線 

山梨県道 512号 金山大月線 

山梨県道 513号 梁川猿橋線 

（欠番）  514-519 

神奈川県道・山梨県道 520号 吉野上野原停車場線 

山梨県道・神奈川県道・東京都道 521号 上野原八王子線 

山梨県道・神奈川県道 522号 棡原藤野線 

（欠番）  523-599 

 北巨摩エリア  

（欠番）  

山梨県道 601号 増富若神子線 

山梨県道 602号 武田八幡神社線 

山梨県道 603号 穴山停車場線 

山梨県道 604号 小倉百観音線 

山梨県道 605号 清里須玉線 

山梨県道 606号 台ヶ原長坂線 

山梨県道 607号 北原下条南割線 

山梨県道 608号 長沢小淵沢線 

山梨県道 609号 小荒間長坂停車場線 

長野県道 106号・山梨県道 610号 原浅尾韮崎線 

山梨県道 611号 日野春停車場線 

山梨県道 612号 横手日野春停車場線 

山梨県道 613号 甘利山公園線 

山梨県道 614号 駒ヶ岳公園線 

山梨県道 615号 美し森清里線 

山梨県道 616号 島上条宮久保絵見堂線 

山梨県道 617号 台ヶ原富岡線 

 

山梨県道 618号 観音平下久保線 

山梨県道 619号 箕輪須玉線 

山梨県道 620号 天女山公園線 

山梨県道 621号 須玉中田線 

（欠番） 622-699 



 ６７ 

 南都留エリア  

（欠番）  

山梨県道 701号 富士上吉田線 

山梨県道 702号 富士精進線 

山梨県道 703号 下吉田停車場線 

山梨県道 704号 新田下吉田線 

山梨県道 705号 高畑谷村停車場線 

山梨県道 706号 精進湖畔線 

山梨県道 707号 富士河口湖富士線 

山梨県道 708号 富士河口湖笛吹線 

山梨県道 709号 本栖湖畔線 

山梨県道 710号 青木ヶ原船津線 

山梨県道 711号 戸沢谷村線 

山梨県道 712号 大幡初狩線 

山梨県道 713号 大野夏狩線 

山梨県道 714号 鳴沢富士河口湖線 

山梨県道 715号 富士吉田山中湖自転車道線 

山梨県道 716号 富士北麓公園線 

山梨県道 717号 山中湖忍野富士吉田線 

山梨県道 718号 富士吉田西桂線  

山梨県道 719号 富士河口湖芦川線  

（欠番） 720-728 

神奈川県道・山梨県道 729号 山北山中湖線  

山梨県道 730号・神奈川県道 730号・静岡県道 147号 

   山中湖小山線 

（欠番）  731-799 

 峡南南部エリア  

（欠番）  

静岡県道 195号・山梨県道 801号 高瀬福士線 

静岡県道 196号・山梨県道 802号 大向福士線 

山梨県道 803号 内船停車場線 

山梨県道 804号 身延線 

山梨県道 805号 身延本栖線 

山梨県道 806号 井出停車場線 

静岡県道 192号・山梨県道 807号 宍原塩出線 

山梨県道 808号 大城小田船原線 

山梨県道 809号 釜の口塩沢線 

山梨県道 810号 雨畑大島線 

山梨県道 811号 日向宿線 

（欠番）  

山梨県道 813号 光子沢大野線 

（欠番）  814-899 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R20:長野県道一覧 
 
長野県道 1号 飯田富山佐久間線 いいだ-とみやま-さくま 

長野県道 2号 川上佐久線 かわかみ-さく   

（欠番）  福岡南木曽線   国道256号の一部 

長野県道 4号 真田東部線  さなだ-とうぶ   

長野県道 5号 乗鞍公園線  のりくらこうえん 岐阜県管理 

長野県道 6号 中津川田立線 なかつがわ-ただち 

長野県道 7号 中津川南木曽線 なかつがわ-なぎそ  

長野県道 8号 飯田南木曽線 いいだ-なぎそ   

長野県道 9号 佐久軽井沢線 さく-かるいざわ   

長野県道 10号 設楽根羽線  しだら-ねば   

長野県道 11号 北杜富士見線 ほくと-ふじみ   

長野県道 12号 丸子信州新線 まるこ-しんしゅうしん  

長野県道 13号 岡谷停車場線 おかや  

長野県道 14号 下諏訪辰野線 しもすわ-たつの   

長野県道 15号 飯島飯田線  いいじま-いいだ   

長野県道 16号 岡谷茅野線  おかや-ちの 

長野県道 17号 茅野北杜韮崎線 ちの-ほくと-にらさき 

長野県道 18号 伊那生田飯田線 いな-いくた-いいだ 

長野県道 19号 伊那辰野停車場線 いな-たつの 

長野県道 20号 開田三岳福島線 かいだ-みたけ-ふくしま 

長野県道 21号 飯田停車場線 いいだ 

長野県道 22号 松川大鹿線  まつかわ-おおしか 

長野県道 23号 松本停車場線 まつもと 

長野県道 24号 上高地公園線 かみこうちこうえん 

長野県道 25号 塩尻鍋割穂高線 しおじり-なべわり-ほたか 

長野県道 26号 奈川木祖線  ながわ-きそ 

長野県道 27号 松本空港塩尻北インター線 ・しおじりきた 

（欠番）   

長野県道 29号 中野豊野線  なかの-とよの 

（欠番）   

長野県道 31号 長野大町線  ながの-おおまち 

長野県道 32号 長野停車場線 ながの 

長野県道 33号 白馬美麻線  はくば-みあさ 

長野県道 34号 長野菅平線  ながの-すがだいら 

長野県道 35号 長野真田線  ながの-さなだ 

長野県道 36号 信濃信州新線 しなの-しんしゅうしん 

長野県道 37号 長野信濃線  ながの-しなの 

長野県道 38号 飯山野沢温泉線 いいやま-のざわおんせん 

長野県道 39号 奈川野麦高根線 ながわ-のむぎ-たかね 

長野県道 40号 諏訪白樺湖小諸線 すわ-しらかばこ-こもろ 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 43号 下仁田軽井沢線 しもにた-かるいざわ 

長野県道 44号 下仁田浅科線 しもにた-あさしな 

長野県道 45号 扇沢大町線  おうぎさわ-おおまち 

長野県道 46号 阿南根羽線  あなん-ねば 

（欠番）   

長野県道 48号 松本環状高家線 まつもとかんじょう-たきべ 

長野県道 49号 駒ヶ根長谷線 こまがね-はせ 

長野県道 50号 諏訪辰野線  すわ-たつの 

長野県道 51号 大町明科線  おおまち-あかしな 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 54号 須坂中野線  すざか-なかの 

長野県道 55号 大町麻績インター千曲線 

      おおまち-おみインター-ちくま 

（欠番）   

長野県道 57号 安曇野インター堀金線 あづみの・・ほりがね 

長野県道 58号 長野須坂インター線 ながの-すざかインター 

長野県道 59号 松川インター大鹿線 まつかわ・・おおしか 

長野県道 60号 長野荒瀬原線 ながの-あらせばら 

（欠番）   

長野県道 62号 美ヶ原公園沖線 うつくしがはらこうえん-おき 

長野県道 63号 松本塩尻線  まつもと-しおじり 

長野県道 64号 天竜公園阿智線 てんりゅうこうえん-あち 

長野県道 65号 上田丸子線 うえだ-まるこ 

長野県道 66号 豊野南志賀公園線 とよの-みなみしがこうえ

ん 

長野県道 67号 松本和田線  まつもと-わだ 

長野県道 68号 梓山海ノ口線 あずさやま-うみのくち 

（欠番）   

長野県道 70号 長野信州新線 ながの-しんしゅうしん 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 74号 阿南東栄線  あなん-とうえい 

長野県道 75号 駒ヶ根駒ヶ岳公園線 こまがね-こまがたけ 

長野県道 76号 長野戸隠線  ながの-とがくし 

長野県道 77号 長野上田線  ながの-うえだ 
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長野県道 78号 佐久小諸線  さく-こもろ 

長野県道 79号 小諸上田線  こもろ-うえだ 

長野県道 80号 小諸軽井沢線 こもろ-かるいざわ 

長野県道 81号 丸子東部インター線 まるこ-とうぶインター 

長野県道 82号 別所丸子線  べっしょ-まるこ 

長野県道 83号 下条米川飯田線 しもじょう-よねかわ-いいだ 

長野県道 84号 乗鞍岳線  のりくらだけ 

長野県道 85号 穂高明科線  ほたか-あかしな 

長野県道 86号 戸隠篠ノ井線 とがくし-しののい 

長野県道 87号 伊那インター線 いなインター 

長野県道 88号 伊那箕輪線  いな-みのわ 

長野県道 89号 園原インター線 そのはらインター 

長野県道 90号 諏訪南インター線 すわみなみインター 

長野県道 91号 坂城インター線 さかきインター 

長野県道 92号 松井田軽井沢線 まついだ-かるいざわ 

長野県道 93号 下仁田臼田線 しもにた-うすだ 

長野県道 94号 東御嬬恋線  とうみ-つまごい 

長野県道 95号 上越飯山線  じょうえつ-いいやま 

長野県道 96号 飯山妙高高原線 いいやま-みょうこうこうげん 

長野県道 97号 飯山斑尾新井線 いいやま-まだらお-あらい 

（欠番）    

（欠番）    

（欠番）    

長野県道 101号 月瀬上矢作線 つきせ-かみやはぎ  

（欠番）    

長野県道 103号 上原猿久保線 かみはら-さるくぼ  

（欠番）  旧犬帰中津川線 

（欠番）  旧橋場中津川線 

長野県道 106号 原浅尾韮崎線 はら-あさお-にらさき  

（欠番）    

長野県道 108号 下仁田佐久穂線 しもにた-さくほ  

長野県道 109号 園原清内路線 そのはら-せいないじ  

（欠番）    

（欠番）    

長野県道 112号 大前須坂線  おおまえ-すざか 

長野県道 113号 粟野御供線  あわの-おども 

長野県道 114号 川尻小谷糸魚川線 

      かわじり-おたり-いといがわ 

長野県道 115号 松本平広域公園線 まつもとだいらこういき 

長野県道 116号 上境温井線  かみざかい-ぬくい 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 119号 杉野沢黒姫停車場線 すぎのさわ-くろひめ 

長野県道 120号 三分中込線  みぶん-なかごみ 

長野県道 121号 上小田切臼田停車場線 かみおだぎり-うすだ 

長野県道 122号 上畑八千穂停車場線 かみはた-やちほ 

（欠番）   

長野県道 124号 上野小海線  うえの-こうみ 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 130号 菱野筒井線  ひしの-つつい 

長野県道 131号 峰の茶屋小諸線 みねのちゃや-こもろ 

（欠番）   

長野県道 133号 旧軽井沢軽井沢停車場線 

      きゅうかるいざわ・ 

長野県道 134号 馬瀬口小諸線 ませぐち-こもろ 

長野県道 135号 御代田停車場線 みよた 

長野県道 136号 信濃追分停車場線 しなのおいわけ 

長野県道 137号 借宿小諸線  かりやど-こもろ 

長野県道 138号 香坂中込線  こうさか-なかごみ 

長野県道 139号 小諸中込線  こもろ-なかごみ 

（欠番）   

長野県道 141号 耳取三岡停車場線 みみとり-みつおか 

長野県道 142号 八幡小諸線  やわた-こもろ 

長野県道 143号 岩村田停車場線 いわむらだ 

長野県道 144号 本町中込停車場線 ほんちょう-なかごみ 

長野県道 145号 相浜本町線  あいはま-ほんちょう 

長野県道 146号 南箕輪沢渡線 みなみみのわ-さわんど 

長野県道 147号 芦田大屋停車場線 あしだ-おおや 

長野県道 148号 牛鹿望月線  うしろく-もちづき 

（欠番）   

長野県道 150号 百沢臼田線  ももざわ-うすだ 

長野県道 151号 湯沢望月線  ゆさわ-もちづき 

長野県道 152号 雨境望月線  あまざかい-もちづき 

長野県道 153号 立科小諸線  たてしな-こもろ 

長野県道 154号 塩名田佐久線 しおなだ-さく 

長野県道 155号 男女倉長門線 おめくら-ながと 

長野県道 156号 草越豊昇佐久線 くさごえ-ほうしょう-さく 

長野県道 157号 豊昇茂沢中軽井沢停車場線  

     ほうしょう-もざわ-なかかるいざわ・ 

長野県道 158号 傍陽菅平線  そえひ-すがだいら 

（欠番）   

長野県道 160号 上室賀坂城停車場線 かみむろが-さかき 

長野県道 161号 西上田停車場線 にしうえだ 

長野県道 162号 上田停車場線 うえだ 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 166号 東部望月線  とうぶ-もちづき 

長野県道 167号 丸子北御牧東部線   まるこ-きたみまき-とうぶ 

（欠番）   

長野県道 169号 南原長瀬線  なんばら-ながせ 

（欠番）   

長野県道 171号 塩田仁古田線 しおだ-にこた 

長野県道 172号 田沢中挟線  たざわ-なかばさみ 

（欠番）   

長野県道 174号 荻窪丸子線  おぎくぼ-まるこ 

長野県道 175号 矢沢真田線  やざわ-さなだ 

長野県道 176号 下原大屋停車場線 しもはら-おおや 

長野県道 177号 鹿教湯別所上田線 かけゆ-べっしょ-うえだ 

長野県道 178号 美ヶ原和田線 うつくしがはら-わだ 

（欠番）   

長野県道 180号 住吉上田線  すみよし-うえだ 

長野県道 181号 下奈良本豊科線 しもならもと-とよしな 

長野県道 182号 菅平高原線  すがだいらこうげん 

長野県道 183号 神宮寺諏訪線 じんぐうじ-すわ 

長野県道 184号 諏訪大社春宮線 すわたいしゃはるみや 

長野県道 185号 岡谷下諏訪線 おかや-しもすわ 

長野県道 186号 上田塩川線  うえだ-しおかわ 

長野県道 187号 伊那富辰野停車場線 いなとみ-たつの 

長野県道 188号 上槻木矢ヶ崎線 かみつきのき-やがさき 

長野県道 189号 中新田富士見線 なかしんでん-ふじみせん 

長野県道 190号 立沢富士見停車場線 たつざわ-ふじみ 

長野県道 191号 渋ノ湯堀線  しぶのゆ-ほり 

長野県道 192号 茅野停車場八子ヶ峰公園線 ちの・やしがみね 

（欠番）   

長野県道 194号 霧ヶ峰東餅屋線 きりがみね-ひがしもちや 

長野県道 195号 信濃境停車場線 しなのさかい 

長野県道 196号 神ノ原青柳停車場線 かみのはら-あおやぎ 

長野県道 197号 払沢茅野線  はらいざわ-ちの 

長野県道 198号 乙事富士見線 おっこと-ふじみ 

長野県道 199号 八島高原線  やしまこうげん 

長野県道 200号 飯島停車場日曽利線 いいじま・ひそり 

長野県道 201号 川上唐木沢線 かわかみ-からきざわ 

長野県道 202号 伊那駒ヶ岳線 いな-こまがたけ 

長野県道 203号 与地辰野線  よち-たつの 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 206号 南小河内伊那松島停車場線 

      みなみおごうち-いなまつしま 

長野県道 207号 美篶箕輪線  みすず-みのわ 

長野県道 208号 伊那市停車場線 いなし 
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長野県道 209号 沢渡高遠線  さわんど-たかとお 

長野県道 210号 西伊那線  にし-いな上 

長野県道 211号 芝平高遠線  しびら-たかとお 

長野県道 212号 杉島市野瀬線 すぎしま-いちのせ 

長野県道 213号 栗林宮田停車場線 くりばやし-みやだ 

（欠番）   

長野県道 215号 飯島停車場線 いいじま 

（欠番）   

長野県道 217号 大草坂戸線  おおくさ-さかど 

長野県道 218号 北林飯島線 きたばやし-いいじま 

長野県道 219号 七久保停車場線 ななくぼ 

長野県道 220号 千人塚公園線 せんにんづかこうえん 

長野県道 221号 宮田沢渡線  みやだ-さわんど 

（欠番）   

長野県道 223号 上片桐停車場線 かみかたぎり 

長野県道 224号 上片桐停車場鶴部線 かみかたぎり・つるべ 

（欠番）   

長野県道 226号 市ノ沢山吹停車場線 いちのさわ-やまぶき・ 

長野県道 227号 市田停車場上市田線 いちだ・かみいちだ 

長野県道 228号 市田停車場線 いちだ 

長野県道 229号 市場桜町線  いちば-さくらまち 

長野県道 230号 青木東鼎線  あおき-ひがしかなえ 

長野県道 231号 伊那八幡停車場線 いなやわた 

長野県道 232号 新井伊那八幡停車場線 あらい-いなやわた・ 

長野県道 233号 時又中村線  ときまた-なかむら 

長野県道 234号 田中乱橋線  たなか-みだればし 

（欠番）   

長野県道 236号 天竜峡停車場線 てんりゅうきょう 

長野県道 237号 米川飯田線  よねかわ-いいだ 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 242号 粟野門島停車場線 あわの-かどしま 

長野県道 243号 深沢阿南線  ふかざわ-あなん 

長野県道 244号 温田停車場早稲田線 ぬくた・わせだ 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 247号 米川駄科停車場線 よねかわ-だしな 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 250号 上川路大畑線 かみかわじ-おおはた 

長野県道 251号 上飯田線  かみ-いいだ 

長野県道 252号 下久堅知久平線 しもひさかた-ちくだいら 

長野県道 253号 赤石岳公園線 あかいしだけこうえん 

長野県道 254号 楢川岡谷線  ならかわ-おかや 

（欠番）   

長野県道 256号 御岳王滝黒沢線 おんたけ-おうたき-くろさわ 

長野県道 257号 木曽平沢停車場線 きそひらさわ 

長野県道 258号 奈良井停車場線 ならい 

長野県道 259号 宮ノ越停車場線 みやのこし 

（欠番）   

長野県道 261号 野尻停車場線 のじり 

（欠番）   

長野県道 263号 川合中畑線  かわい-なかはた 

長野県道 264号 南木曽停車場線 なぎそ 

長野県道 265号 須原大桑停車場線 すはら-おおくわ 

（欠番）   

長野県道 267号 オコシ宮ノ越停車場線 おこし-みやのこし 

長野県道 268号 木曽福島停車場線 きそふくしま 

長野県道 269号 木曽福島停車場駒ヶ岳線  

      きそふくしま・こまがたけ 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 273号 真田新田線  しんでん-しんでん 

長野県道 274号 宇留賀池田線 うるが-いけだ 

長野県道 275号 上生坂信濃松川停車場線 

      かみいくさか-しなのまつかわ 

長野県道 276号 下生野明科線 しもいくの-あかしな 

長野県道 277号 河鹿沢西条停車場線 かじかざわ-にしじょう 

長野県道 278号 大野田梓橋停車場線 おおのだ-あずさばし 

長野県道 279号 槍ヶ岳上高地線 やりがたけ-かみこうち 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 282号 浅間河添線  あさま-かわぞえ 

長野県道 283号 美ヶ原公園線 うつくしがはらこうえん 

長野県道 284号 惣社岡田線  そうざ-おかだ 

長野県道 285号 湯の原荒町線 ゆのはら-あらまち 

（欠番）   

長野県道 287号 町村白川村井停車場線  

      まちむら-しらかわ-むらい 

長野県道 288号 新茶屋塩尻線 しんちゃや-しおじり 

長野県道 289号 寺村南松本停車場線 てらむら-みなみまつもと 

長野県道 290号 南原広丘停車場線 なんばら-ひろおか 

長野県道 291号 新田松本線  しんでん-まつもと 

長野県道 292号 御馬越塩尻停車場線 おんまごえ-しおじり 

長野県道 293号 上今井洗馬停車場線 かみいまい-せば 

長野県道 294号 原洗馬停車場線 はら-せば 

長野県道 295号 平田新橋線  ひらた-しんばし 

長野県道 296号 松本空港線  まつもとくうこう 

長野県道 297号 兎川寺鎌田線 とせんじ-かまだ 

長野県道 298号 土合松本線  どあい-まつもと 

（欠番）   

長野県道 300号 白骨温泉線  しらほねおんせん 

長野県道 301号 塩尻停車場線 しおじり 

長野県道 302号 矢室明科線  やむろ-あかしな 

長野県道 303号 会田西条停車場線 あいだ-にしじょう 

長野県道 304号 本山床尾線  もとやま-とこお 

長野県道 305号 床尾大門線  とこお-だいもん 

長野県道 306号 有明大町線  ありあけ-おおまち 

長野県道 307号 下木戸有明停車場線 しもきど-ありあけ 

長野県道 308号 小岩岳穂高停車場線 こいわたけ-ほたか 

長野県道 309号 塚原穂高停車場線 つかはら-ほたか 

長野県道 310号 柏矢町田沢停車場線 はくやちょう-たざわ 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 314号 田多井中萱豊科線  たたい-なかがや-とよしな 

長野県道 315号 波田北大妻豊科線 はた-きたおおつま-とよしな 

長野県道 316号 梓橋田沢停車場線 あずさばし-たざわ 

長野県道 317号 穂高停車場線 ほたか 

（欠番）   

長野県道 319号 小倉梓橋停車場線 おぐら-あずさばし 

長野県道 320号 倭北松本停車場線 やまと-きたまつもと 

長野県道 321号 中堀一日市場停車場線 なかほり-ひといちば 

長野県道 322号 白馬岳線  はくばだけ 

（欠番）   

長野県道 324号 青具簗場停車場線 あおぐ-やなば 

長野県道 325号 白馬岳大町線 はくばだけ-おおまち 

長野県道 326号 槍ヶ岳線  やりがたけ 

長野県道 327号 槍ヶ岳矢村線 やりがたけ-やむら 

（欠番:  旧大町明科線  

長野県道 329号 原木戸安曇追分停車場線 

      はらきど-あずみおいわけ 

長野県道 330号 奉納中土停車場線 ぶのう-なかつち 

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 334号 大平大峰沓掛線 おおだいら-おおみね-くつかけ 

長野県道 335号 森篠ノ井線 もり-しののい 

 

長野県道 336号 戸倉停車場線 とぐら 

長野県道 337号 屋代停車場線 やしろ 

長野県道 338号 内川姨捨停車場線 うちかわ-おばすて 

長野県道 339号 新田坂城停車場線 しんでん-さかき 
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長野県道 340号 姨捨停車場線 おばすて 

（欠番）   

長野県道 342号 宮村湯田中停車場線 みやむら-ゆだなか 

長野県道 343号 村山小布施停車場線 むらやま-おぶせ 

長野県道 344号 須坂停車場線 すざか 

（欠番: 旧須坂菅平線  

長野県道 346号 五味池高原線 ごみいけこうげん 

長野県道 347号 村山綿内停車場線 むらやま-わたうち 

（欠番）   

長野県道 349号 米子須坂線 よなご-すざか 

（欠番）   

長野県道 351号 山田温泉線 やまだおんせん 

長野県道 352号 新田春木線 しんでん-はるき 

長野県道 353号 野沢上境停車場線 のざわ-かみざかい 

長野県道 354号 馬曲木島停車場線 まぐせ-きじま 

長野県道 355号 壁田松崎線 へきた-まつざき 

長野県道 356号 角間中野線 かくま-なかの 

長野県道 357号 信州中野停車場線 しんしゅうなかの 

長野県道 358号 中野小布施線 なかの-おぶせ 

（欠番）   

長野県道 360号 古間停車場野尻線 ふるま-のじり 

長野県道 361号 水穴古間停車場線 みずあな-ふるま 

長野県道 362号 牟礼永江線  むれ-ながえ 

長野県道 363号 黒姫停車場線 くろひめ 

長野県道 364号 古間停車場線 ふるま 

（欠番）   

長野県道 366号 野村上牟礼停車場線 のむらかみ-むれ 

長野県道 367号 信濃浅野停車場線 しなのあさの 

長野県道 368号 村山豊野停車場線 むらやま-とよの 

長野県道 369号 南信濃水窪線 みなみしなの-みさくぼ 

長野県道 370号 柳原停車場線 やなぎはら 

長野県道 371号 療養所上野線 りょうようじょ-うわの 

長野県道 372号 三才大豆島中御所線 

      さんさい-まめじま-なかごしょ 

長野県道 373号 北長野停車場線 きたながの 

長野県道 374号 北長野停車場中俣線 きたながの-なかまた 

長野県道 375号 大豆島吉田線 まめじま-よしだ 

長野県道 376号 長野停車場岡田線 ながの-おかだ 

長野県道 377号 牛島綿内停車場線 うしじま-わたうち 

長野県道 378号 小出綿内停車場線 こいで-わたうち 

（欠番）   

長野県道 380号 関崎川中島停車場線 せきざき-かわなかじま 

長野県道 381号 小松原川中島停車場線  

      こまつばら-かわなかじま 

長野県道 382号 中村金井山停車場線 なかむら-かないやま 

長野県道 383号 犀口下居返線 さいぐち-しもいがり 

長野県道 384号 安庭篠ノ井線 やすにわ-しののい 

長野県道 385号 松代篠ノ井線 まつしろ-しののい 

（欠番）   

長野県道 387号 清野篠ノ井停車場線 きよの-しののい 

長野県道 388号 六鹿松代停車場線 ろっか-まつしろ 

（欠番）   

長野県道 390号 小峰稲荷山線 こみね-いなりやま 

長野県道 391号 岩本里穂刈線 いわもと-さとほかり 

長野県道 392号 白石千曲線  しらいし-ちくま 

長野県道 393号 小島信濃木崎停車場線 こじま-しなのきざき 

長野県道 394号 川口大町線  かわぐち-おおまち 

長野県道 395号 川口田野口篠ノ井線 

      かわぐち-たのくち-しののい 

長野県道 396号 稲荷山停車場線 いなりやま 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 399号 長野豊野線  ながの-とよの 

（欠番）   

長野県道 401号 小川長野線  おがわ-ながの 

長野県道 402号 北長野停車場吉田線 きたながの-よしだ 

（欠番）   

長野県道 404号 栃原北郷信濃線 とちはら-きたごう-しなの 

長野県道 405号 川中島停車場線 かわなかじま 

長野県道 406号 入山小市線  いりやま-こいち 

長野県道 407号 長瀬横倉停車場線 ながせ-よこくら 

長野県道 408号 箕作飯山線  みつくり-いいやま 

長野県道 409号 曽根藤ノ木線 そね-ふじのき 

長野県道 410号 柏尾戸狩停車場線 かしお-とがり 

長野県道 411号 飯山新井線  いいやま-あらい 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 414号 中野飯山線  なかの-いいやま 

（欠番）   

長野県道 416号 南永江替佐停車場線 みなみながえ-かえさ 

長野県道 417号 信濃平停車場線 しなのたいら 

長野県道 418号 蓮停車場線  はちす 

長野県道 419号 関沢小沼線  せきざわ-おぬま 

（欠番）   

長野県道 421号 宮ノ平豊里線 みやのたいら-とよさと 

長野県道 422号 羽毛山大日向線 はけやま-おおひなた 

長野県道 423号 御牧原大日向線 みまきはら-おおひなた 

長野県道 424号 諏訪茅野線  すわ-ちの 

長野県道 425号 払沢富士見線 はらいざわ-ふじみ 

長野県道 426号 吹上北殿線  ふきあげ-きたどの 

（欠番）   

長野県道 428号 山吹停車場線 やまぶき 

長野県道 429号 聖高原停車場線 ひじりこうげん 

長野県道 430号 為栗和合線  してぐり-わごう 

長野県道 431号 上西条大門線 かみにしじょう-だいもん 

長野県道 432号 柏原穂高線  かしわばら-ほかた 

長野県道 433号 千国北城線  ちくに-ほくじょう 

長野県道 434号 夜間瀬赤岩線 よませ-あかいわ 

長野県道 435号 小佐出西京線 こさいで-にしきょう 

（欠番）   

長野県道 437号 大張北岩水線 おおはり-きたいわみず 

長野県道 438号 御牧原蓬田線 みまきはら-よもぎだ 

（欠番）   

（欠番）   

長野県道 441号 穂高松本塩尻自転車道線 

      ほたか-まつもと-しおじり 

長野県道 442号 諏訪箕輪線  すわ-みのわ 

長野県道 443号 内ノ萱伊那線 うちのかや-いな 

長野県道 444号 駄科大瀬木線 だしな-おおせぎ 

長野県道 445号 川合川中島線 かわい-かわなかじま 

長野県道 446号 大河内中川原線 おごうち-なかがわら 

長野県道 447号 大平山松葉線 おおひらやま-まつば 

（欠番）   

長野県道 449号 上竹田波田線 かみたけだ-はた 

長野県道 450号 矢地赤芝線  やち-あかしば 

長野県道 451号 七曲西原線  ななまがり-にしはら 

長野県道 452号 古屋敷境ノ沢線 ふるやしき-さかいのさわ 

長野県道 453号 飯綱高原芋井線 いいづなこうげん-いもい 

長野県道 454号 浅間温泉三才山線 あさまおんせん-みさやま 

長野県道 455号 長沢田村線  ながさわ-たむら 

長野県道 456号 大島阿島線  おおしま-あじま 

長野県道 457号 馬寄小沢線  うまよせ-おざわ 

（欠番）   

長野県道 459号 東柏原赤塩線 ひがしかしわばら-あかしお 

長野県道 460号 美ヶ原公園東餅屋線 

     うつくしがはらこうえん-ひがしもちや 

長野県道 461号 鳥居本町線  とりい-ほんまち 

長野県道 462号 上田千曲長野自転車道線 うえだ-ちくま-ながの 

（欠番）   

長野県道 464号 美ヶ原公園西内線 うつくしがはらこうえん-にしうち 

長野県道 465号 飯田上郷松川自転車道線 

      いいだ-かみさと-まつかわ 

長野県道 466号 牧干俣線 まき-ほしまた 

長野県道 467号 坂北停車場線 さかきた 

（欠番）   
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長野県道 469号 舟場矢下線  ふなば-やした 

（欠番）   

長野県道 471号 奥志賀公園線 おくしがこうえん 

長野県道 472号 栗尾見上線  くりゅう-みあげ 

長野県道 473号 上松御岳線  あげまつ-おんたけ 

長野県道 474号 信濃大町停車場線 しなのおおまち 

長野県道 475号 信州新中条線 しんしゅうしん-なかじょう 

長野県道 476号 伊那インター西箕輪線 いな・にしみのわ 

長野県道 477号 富士見台公園線 ふじみだいこうえん 

長野県道 478号 湯田中停車場線 ゆだなか 

（欠番）   

長野県道 480号 松原湖高原線 まつばらここうげん 

長野県道 481号 峠町軽井沢線 とうげまち-かるいざわせん 

長野県道 482号 大木浅田切線 おおき-あさだきり 

長野県道 483号 大屋停車場田沢線 おおや-たざわ 

長野県道 484号 富士見原茅野線 ふじみ-はら-ちの 

長野県道 485号 富士見高原線 ふじみこうげん 

長野県道 486号 王滝加子母付知線 おうたき-かしも-つけち 

長野県道 487号 諏訪湖四賀線 すわこ-しが 

長野県道 488号 車屋大久保線 くるまや-おおくぼ 

長野県道 489号 伊那北殿線  いな-きたどの 

長野県道 490号 中山松倉線  なかやま-まつくら 

長野県道 491号 親田中村線  おやだ-なかむら 

長野県道 492号 天竜峡停車場下平線 てんりゅうきょう-しもだいら 

長野県道 493号 姥神奈良井線 うばがみ-ならい 

長野県道 494号 聖高原杉崎線 ひじりこうげん-すぎさき 

長野県道 495号 豊科大天井岳線 とよしな-だいてんじょうだけ 

長野県道 496号 あづみの公園大町線 あづみの・おおまち 

長野県道 497号 美麻八坂線  みあさ-やさか 

長野県道 498号 聖高原千曲線 ひじりこうげん-ちくま 

長野県道 499号 相之島高山線 あいのしま-たかやま 

長野県道 500号 豊田中野線  とよた-なかの 

長野県道 501号 聖高原瀬口線 ひじりこうげん-せぐち 

長野県道 502号 奥志賀公園栄線 おくしがこうえん-さかえ 

長野県道 503号 斑尾大川線  まだらお-おおかわ 

長野県道 504号 信濃斑尾高原線 しなの-まだらおこうげん 

長野県道 505号 三水中野線  さみず-なかの 

長野県道 506号 戸隠高原浅川線 とがくしこうげん-あさかわ 

長野県道 507号 秋山郷森宮野原停車場線  

      あきやまごう-もりみやのはら 

長野県道 508号 上松南木曽線 あげまつ-なぎそ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R21:岐阜県道一覧 
 

岐阜県道 1号 岐阜南濃線  ぎふ・なんのう  

岐阜県道 2号 （欠番） 

岐阜県道 3号 福岡坂下線  ふくおか・さかした  

岐阜県道 4号 （欠番）    

岐阜県道 5号 乗鞍公園線  のりくらこうえん  

岐阜県道 6号 中津川田立線 なかつがわ・ただち 

     旧・中津川山口線、長野県道と共通 

岐阜県道 7号 中津川南木曽線 なかつがわ・なぎそ 

        長野県道と共通 

岐阜県道 8号 津島南濃線 つしま・なんのう 愛知県道と共通 

岐阜県道 9号-10号 （欠番） 

岐阜県道 11号 豊田明智線  とよた・あけち 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 12号 （欠番） 

岐阜県道 13号 豊田多治見線 とよた・たじみ  

岐阜県道 14号 岐阜稲沢線  ぎふ・いなざわ  

岐阜県道 15号 名古屋多治見線 なごや・たじみ  

岐阜県道 16号 多治見犬山線 たじみ・いぬやま  

岐阜県道 17号 江南関線  こうなん・せき  

岐阜県道 18号 大垣一宮線  おおがき・いちのみや  

岐阜県道 19号 土岐足助線  とき・あすけ  

岐阜県道 20号 瑞浪大野瀬線 みずなみ・おおのせ  

岐阜県道 21号-22号 （欠番） 

岐阜県道 23号 北方多度線  きたがた・たど 

        三重県道と共通 

岐阜県道 24号 （欠番）    

岐阜県道 25号 南濃北勢線 なんのう・ほくせい 三重県道と共通 

岐阜県道 26号 （欠番） 

岐阜県道 27号 春日井各務原線 かすがい・かかみがはら 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 28号-29号 （欠番）    

岐阜県道 30号 羽島養老線  はしま・ようろう  

岐阜県道 31号 岐阜垂井線  ぎふ・たるい  

岐阜県道 32号 春日揖斐川線 かすが・いびがわ  

岐阜県道 33号 瑞浪上矢作線 みずなみ・かみやはぎ  

岐阜県道 34号 利賀河合線  とが・かわい  

        富山県道と共通 

岐阜県道 35号-38号 （欠番）    

岐阜県道 39号 奈川野麦高根線 なかわ・のむぎ・たかね 

        長野県道と共通 

岐阜県道 40号 山東本巣線 さんとう・もとす 滋賀県道と共通 

岐阜県道 41号-44号 （欠番）    

岐阜県道 45号 高鷲インター線 たかすインター  

岐阜県道 46号 岐阜羽島インター線 ぎふはしまインター 

岐阜県道 47号 瑞浪インター線 みずなみインター  

岐阜県道 48号-49号 （欠番）    

岐阜県道 50号 大垣環状線  おおがきかんじょう  

岐阜県道 51号 （欠番）    

岐阜県道 52号 白鳥板取線  しろとり・いたどり  

岐阜県道 53号 岐阜関ケ原線 ぎふ・せきがはら  

岐阜県道 54号 岐阜停車場線 ぎふていしゃじょう  

岐阜県道 55号 （欠番）    

岐阜県道 56号 南濃関ケ原線 なんのう・せきがはら  

岐阜県道 57号 大垣停車場線 おおがきていしゃじょう  

岐阜県道 58号 関金山線  せき・かなやま  

岐阜県道 59号 北野乙狩線  きたの・おとがり 

岐阜県道 60号 美濃関停車場線 みのせきていしゃじょう 

岐阜県道 61号 大和美並線  やまと・みなみ 

岐阜県道 62号 下呂白川線  げろ・しらかわ 

岐阜県道 63号 美濃加茂和良線 みのかも・わら 

岐阜県道 64号 可児金山線  かに・かなやま 

岐阜県道 65号 恵那御嵩線  えな・みたけ 

岐阜県道 66号 多治見恵那線 たじみ・えな 

岐阜県道 67号 多治見停車場線 たじみていしゃじょう 

岐阜県道 68号 恵那白川線  えな・しらかわ 

岐阜県道 69号 土岐市停車場細野線 ときていしゃじょう・ほその 

岐阜県道 70号 白川福岡線  しらかわ・ふくおか 

岐阜県道 71号 中津川停車場線 なかつがわていしゃじょう 

岐阜県道 72号 恵那蛭川東白川線  

      えな・ひるかわ・ひがししらかわ 

岐阜県道 73号 高山清見線  たかやま・きよみ 

岐阜県道 74号 高山停車場線 たかやまていしゃじょう 

岐阜県道 75号 神岡河合線  かみおか・かわい 

岐阜県道 76号 国府見座線  こくふ・みざ 

岐阜県道 77号 岐阜環状線  ぎふかんじょう 

岐阜県道 78号 岐阜大野線  ぎふ・おおの 

岐阜県道 79号 関本巣線  せき・もとす 

岐阜県道 80号 美濃川辺線  みの・かわべ 

岐阜県道 81号 美濃洞戸線  みの・ほらど 

岐阜県道 82号 白鳥明宝線  しろとり・めいほう 

岐阜県道 83号 多治見白川線 たじみ・しらかわ 
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岐阜県道 84号 土岐可児線  とき・かに 

岐阜県道 85号 金山上之保線 かなやま・かみのほ 

岐阜県道 86号 金山明宝線  かなやま・めいほう 

岐阜県道 87号 久々野朝日線 くぐの・あさひ 

岐阜県道 88号 下呂小坂線  げろ・おさか 

岐阜県道 89号 高山上宝線  たかやま・かみたから 

岐阜県道 90号 古川清見線  ふるかわ・きよみ 

岐阜県道 91号 岐阜美山線  ぎふ・みやま  

岐阜県道 92号 岐阜巣南大野線 ぎふ・すなみ・おおの  

岐阜県道 93号 川島三輪線  かわしま・みわ  

岐阜県道 94号 岐阜美濃線  ぎふ・みの  

岐阜県道 95号 芋島鵜沼線  いもじま・うぬま  

岐阜県道 96号 大垣養老公園線 おおがき・ようろうこうえん 

岐阜県道 97号 富加七宗線  とみか・ひちそう  

岐阜県道 98号 宮萩原線  みや・はぎわら  

岐阜県道 101号 月瀬上矢作線 つきせ・かみやはぎ 

      長野県道・愛知県道と共通 

岐阜県道 102号-105号 （欠番）    

岐阜県道 106号 桑名海津線 くわな・かいづ 三重県道と共通 

岐阜県道 107号 時下野尻線 とき・しものじり 三重県道と共通 

岐阜県道 108号 （欠番）    

岐阜県道 109号 上仁木明智線 かみにぎ・あけち 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 110号 （欠番）    

岐阜県道 111号 平畑土岐線 ひらはた・とき 愛知県道と共通 

岐阜県道 112号 上渡合土岐線 かみどあい・とき  

        愛知県道と共通 

岐阜県道 113号 善師野多治見線 ぜんじの・たじみ 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 114号 一宮各務原線 いちのみや・かかみがはら 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 115号 一宮川島線  いちのみや・かわしま 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 116号 （欠番）    

岐阜県道 117号 津島海津線 つしま・かいづ 愛知県道と共通 

岐阜県道 118号 羽島稲沢線 はしま・いなざわ 愛知県道と共通 

岐阜県道 119号 津島立田海津線 つしま・たつた・かいづ 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 120号 （欠番）    

岐阜県道 121号 長洞犬山線  ながほら・いぬやま 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 122号 御嵩犬山線 みたけ・いぬやま 愛知県道と共通 

岐阜県道 123号 市之倉内津線 いちのくら・うつつ 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 124号 （欠番）    

岐阜県道 125号 佐屋多度線  さや・たど  

      愛知県道・三重県道と共通 

岐阜県道 126号 養老公園庭田線 ようろうこうえん・にわだ  

        三重県道と共通 

岐阜県道 127号 白山中居神社朝日線  

  はくさんちゅうきょじんじゃ・あさひ 福井県道と共通 

岐阜県道 128号-133号 （欠番）    

岐阜県道 134号 桑原祖父江線 くわばら・そぶえ 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 135号-138号 （欠番）    

岐阜県道 139号 上石津多賀線 かみいしづ・たが 

        滋賀県道と共通 

岐阜県道 140号-150号 （欠番）    

岐阜県道 151号 岐阜羽島線  ぎふ・はしま  

岐阜県道 152号 岐阜各務原線 ぎふ・かかみがはら  

岐阜県道 153号 羽島茶屋新田線 はしま・ちゃやしんでん  

岐阜県道 154号 笠松墨俣線  かさまつ・すのまた  

岐阜県道 155号 （欠番）    

岐阜県道 156号 曽井中島美江寺大垣線  

      そいなかじま・みえじ・おおがき 

岐阜県道 157号 鶉羽島線  うずら・はしま  

岐阜県道 158号 （欠番）    

岐阜県道 159号 北方真正大野線 きたがた・しんせい・おおの 

岐阜県道 160号-162号 （欠番）    

岐阜県道 163号 墨俣合渡岐阜線 すのまた・ごうど・ぎふ  

岐阜県道 164号 鶉笠松線  うずら・かさまつ 

岐阜県道 165号 小熊正木線  おぐま・まさき 

岐阜県道 166号 桑原下中線  くわばら・しもなか 

岐阜県道 167号 金原上西郷線 きんばら・かみさいごう 

岐阜県道 168号 屋井黒野線  やい・くろの 

岐阜県道 169号 石神七五三線 いしがみ・しめ 

岐阜県道 170号 田之上屋井線 たのかみ・やい 

岐阜県道 171号 美江寺西結線 みえじ・にしむすぶ 

岐阜県道 172号 牛牧墨俣線  うしき・すのまた 

岐阜県道 173号 文殊茶屋新田線 もんじゅ・ちゃやしんでん 

岐阜県道 174号 伊自良高富線 いじら・たかとみ 

岐阜県道 175号 岐阜岐南線  ぎふ・ぎなん 

岐阜県道 176号 安食粟野線  あじき・あわの 

岐阜県道 177号 下印食笠松線 しもいんじき・かさまつ 

岐阜県道 178号 下中屋笠松線 しもなかや・かさまつ 

岐阜県道 179号 中野上印食線 なかの・かみいんじき 

岐阜県道 180号 松原芋島線  まつばら・いもじま  

岐阜県道 181号 岐阜那加線  ぎふ・なか  

岐阜県道 182号 美山洞戸線  みやま・ほらど  

岐阜県道 183号 正木岐阜線  まさき・ぎふ  

岐阜県道 184号 下中笠松線  しもなか・かさまつ  

岐阜県道 185号 伊自良本巣線 いじら・もとす  

岐阜県道 186号 （欠番）    

岐阜県道 187号 岐阜停車場城南線 

     ぎふていしゃじょう・じょうなん  

岐阜県道 188号 穂積停車場線 ほづみていしゃじょう  

岐阜県道 189号-190号 （欠番）    

岐阜県道 191号 東笠松停車場線 ひがしかさまつていしゃじょう 

岐阜県道 192号 （欠番）    

岐阜県道 193号 大垣江南線 おおがき・こうなん 愛知県道と共通 

岐阜県道 194号 茶屋新田堀津線 ちゃやしんでん・ほっつ  

岐阜県道 195号 岐阜千本松原公園自転車道線  

   ぎふせんぼんまつばらこうえんじてんしゃどう 

岐阜県道 196号 柿野谷合線  かきの・たにあい  

岐阜県道 197号-198号 （欠番）   

岐阜県道 199号 竹鼻停車場線 たけはなていしゃじょう 

岐阜県道 200号 神崎高富線  かんざき・たかとみ 

岐阜県道 201号 溝口下白金線 みぞぐち・しもしろがね 

岐阜県道 202号 （欠番）   

岐阜県道 203号 岐阜小倉公園自転車道線 

     ぎふおぐらこうえんじてんしゃどう 

岐阜県道 204号 穂積巣南線  ほづみ・すなみ 

岐阜県道 205号 長森各務原線 ながもり・かかみがはら 

岐阜県道 206号 岐阜羽島停車場線 ぎふはしまていしゃじょう 

岐阜県道 207号-211号 （欠番）   

岐阜県道 212号 大垣大野線  おおがき・おおの 

岐阜県道 213号 養老平田線  ようろう・ひらた 

岐阜県道 214号 養老赤坂線  ようろう・あかさか 

岐阜県道 215号 養老垂井線  ようろう・たるい 

岐阜県道 216号 赤坂垂井線  あかさか・たるい 

岐阜県道 217号 赤坂神戸線  あかさか・ごうど 

岐阜県道 218号 木曽三川公園線 きそさんせんこうえん  

岐阜県道 219号 安八平田線  あんぱち・ひらた  

岐阜県道 220号 安八海津線  あんぱち・かいづ  

岐阜県道 221号 （欠番）    

岐阜県道 222号 成戸平田線  なりと・ひらた  

岐阜県道 223号-224号 （欠番）    

岐阜県道 225号 小倉烏江大垣線 おぐら・からすえ・おおがき 

岐阜県道 226号 飯田島里線  いいだ・しまざと  

岐阜県道 227号 牧田室原線  まきだ・むろはら  

岐阜県道 228号 栗原青野線  くりはら・あおの  

岐阜県道 229号 牧田関ケ原線 まきだ・せきがはら  

岐阜県道 230号 柳瀬赤坂線  やながせ・あかさか 

      大島赤坂線から名称変更 

岐阜県道 231号 荒尾笠縫線  あらお・かさぬい  
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岐阜県道 232号 今尾大垣線  いまお・おおがき  

岐阜県道 233号 （欠番）    

岐阜県道 234号 垂井停車場線 たるいていしゃじょう  

岐阜県道 235号 （欠番）   

岐阜県道 236号 関ケ原停車場線 せきがはらていしゃじょう 

岐阜県道 237号 西大垣停車場線 にしおおがきていしゃじょう 

岐阜県道 238号-240号 （欠番）   

岐阜県道 241号 大垣池田線  おおがき・いけだ 

岐阜県道 242号-250号 （欠番）   

岐阜県道 251号 揖斐川谷汲山線 いびがわ・たにぐみさん 

岐阜県道 252号-253号 （欠番）   

岐阜県道 254号 藤橋池田線  ふじはし・いけだ 

岐阜県道 255号 根尾谷汲大野線  

岐阜県道 256号 霞間ヶ谷線  かまがたに 

岐阜県道 257号 川合垂井線  かわい・たるい 

岐阜県道 258号 （欠番）   

岐阜県道 259号 市場池田線  いちば・いけだ 

岐阜県道 260号 宮地片山線  みやじ・かたやま 

岐阜県道 261号 脛永万石線  はぎなが・まんごく 

岐阜県道 262号 （欠番）   

岐阜県道 263号 本庄揖斐川線 ほんじょう・いびがわ 

岐阜県道 264号 （欠番）   

岐阜県道 265号 中之元古川線 なかのもと・ふるかわ 

岐阜県道 266号 深坂大野線  ふかさか・おおの 

岐阜県道 267号 神原揖斐川線 かんばら・びわじま 

岐阜県道 268号 神原西津汲線 かんばら・にしつくみ 

岐阜県道 269号 池野停車場線 いけのていしゃじょう 

岐阜県道 270号 藤橋根尾線  ふじはし・ねお 

岐阜県道 271号 揖斐峡公園線 いびきょうこうえん 

岐阜県道 272号 池田神戸線  いけだ・ごうど 

岐阜県道 273号 池田揖斐川大野線  

      いけだ・いびがわ・おおの 

岐阜県道 274号 揖斐高原線  いびこうげん 

岐阜県道 275号-280号 （欠番）   

岐阜県道 281号 関美濃線  せき・みの 

岐阜県道 282号-284号 （欠番）   

岐阜県道 285号 新関停車場線 しんせきていしゃじょう 

岐阜県道 286号 神野美濃線  かみの・みの 

岐阜県道 287号 上白金真砂線 かみしろがね・まさご 

岐阜県道 288号 下河和美濃洲原停車場線 

     しもこうわ・みのすはらていしゃじょう 

岐阜県道 289号 （欠番）   

岐阜県道 290号 上野関線  かみの・せき 

岐阜県道 291号 御手洗立花線 みたらい・たちばな 

岐阜県道 292号-293号 （欠番）   

岐阜県道 294号 上之保下袋坂線 かみのほ・しもふくろさか 

岐阜県道 295号 関記念公園線 せききねんこうえん 

岐阜県道 296号 美濃市停車場線 みのしていしゃじょう 

岐阜県道 297号-300号 （欠番）   

岐阜県道 314号 石徹白前谷線 いしとろ・まえだに 

岐阜県道 315号 白山内ヶ谷線 はくさん・うちがたに 

岐阜県道 316号 鮎立恩地線  あゆたて・おんじ 

岐阜県道 317号 剣大間見白鳥線 つるぎ・おおまみ・しろとり 

岐阜県道 318号 寒水徳永線  かのみず・とくなが 

岐阜県道 319号 寒水八幡線  かのみず・はちまん 

岐阜県道 320号 有穂中坪線  ありほ・なかつぼ 

岐阜県道 321号 ひるがの高原線 ひるがのこうえん 

岐阜県道 322号 畑佐和良線  はたさ・わら 

岐阜県道 323号 鹿倉白山線  かくら・はくさん 

岐阜県道 324号 白山美濃線  はくさん・みの 

岐阜県道 325号 大原富之保線 おおはら・とみのほ 

岐阜県道 326号 美濃白鳥停車場線みのしろとりていしゃじょう 

岐阜県道 327号 八幡停車場線 はちまんていしゃじょう 

岐阜県道 328号 安久田吉野線 あくだ・よしの 

岐阜県道 329号-340号 （欠番）   

岐阜県道 341号 御嵩可児線  みたけ・かに 

岐阜県道 342号 平成記念公園線 へいせいきねんこうえん 

岐阜県道 343号 富加美濃線  とみか・みの 

岐阜県道 344号 （欠番）   

岐阜県道 345号 坂祝関線  さかほぎ・せき 

岐阜県道 346号 富加坂祝線  とみか・さかほぎ 

岐阜県道 347号 蜂屋太田線  はちや・おおた 

岐阜県道 348号 山之上古井線 やまのうえ・こび 

岐阜県道 349号 菅刈今渡線  すげかり・いまわたり 

岐阜県道 350号 野上古井線  のがみ・こび 

岐阜県道 351号 御嵩川辺線  みたけ・かわべ 

岐阜県道 352号 大西瑞浪線  おおにし・みずなみ 

岐阜県道 353号 篠原八百津線 すずはら・やおつ 

岐阜県道 354号 上麻生停車場線 かみあそうていしゃじょう 

岐阜県道 355号-357号 （欠番）   

岐阜県道 358号 井尻八百津線 いじり・やおつ 

岐阜県道 359号 越原付知線  おっぱら・つけち 

岐阜県道 360号 （欠番）   

岐阜県道 361号 可児川停車場日本ライン公園線 

   かにがわていしゃじょう・にほんラインこうえん 

岐阜県道 362号 坂祝停車場線 さかほぎていしゃじょう 

岐阜県道 363号 可児停車場線 かにていしゃじょう 

岐阜県道 364号 大平賀富加停車場線 

     おおひらが・とみかていしゃじょう 

岐阜県道 365号 和知兼山停車場線わち・かねやまていしゃじょう 

岐阜県道 366号 飛騨木曽川公園線ひだきそがわこうえんせん 

岐阜県道 367号 勝山山田線  かつやま・やまだ 

岐阜県道 368号-370号 （欠番）   

岐阜県道 371号 美濃加茂川辺線 みのかも・かわべ 

岐阜県道 372号-380号 （欠番）   

岐阜県道 381号 多治見八百津線 たじみ・やおつ 

岐阜県道 382号 土岐南多治見インター線 

      ときみなみたじみインター 

岐阜県道 383号 日吉釜戸線  ひよし・かまど 

岐阜県道 384号 （欠番）   

岐阜県道 385号 河合多治見線 かわい・たじみ 

岐阜県道 386号 上山田寺河戸線 かみやまだ・てらかわど 

岐阜県道 387号 下石笠原市之倉線おろし・かさはら・いちのくら 

岐阜県道 388号 妻木笠原線  つまぎ・かさはら 

岐阜県道 389号 瑞浪停車場線 みずなみていしゃじょう  

岐阜県道 390号 扶桑各務原線 ふそう・かかみがはら 

        愛知県道と共通 

岐阜県道 391号 （欠番）    

岐阜県道 392号 肥田下石線  ひだ・おろし  

岐阜県道 393号 （欠番）    

岐阜県道 394号 大湫恵那線  おおくて・えな  

岐阜県道 395号-400 （欠番）    

岐阜県道 401号 恵那峡公園線 えなきょうこうえん  

岐阜県道 402号 中野方七宗線 なかのほう・ひちそう  

岐阜県道 403号 下明智線  しも・あけち  

岐阜県道 404号 （欠番）    

岐阜県道 405号 下手向陶線  しもとうげ・すえ  

岐阜県道 406号 久保原阿木線 くぼはら・あぎ  

岐阜県道 407号 阿木大井線  あぎ・おおい  

岐阜県道 408号 中野方苗木線 なかのほう・なえぎ  

岐阜県道 409号 毛呂窪姫栗線 けろくぼ・ひめぐり  

岐阜県道 410号 苗木恵那線  なえぎ・えな 

岐阜県道 411号 裏木曽公園線 うらきそこうえん 

岐阜県道 412号 恵那八百津線 えな・やおつ 

岐阜県道 413号 東野中津川線 ひがしの・なかつがわ 

岐阜県道 414号 武並停車場線 たけなみていしゃじょう 

岐阜県道 415号 恵那停車場線 えなていしゃじょう 

岐阜県道 416号 岩村停車場線 いわむらていしゃじょう 

岐阜県道 417号 串原明智山岡線 くしはら・あけち・やまおか 

岐阜県道 418号 （欠番）   

岐阜県道 419号 坂下停車場線 さかしたていしゃじょう 

岐阜県道 420号 美乃坂本停車場線みのさかもとていしゃじょう 

岐阜県道 421号 武並土岐多治見線 たけなみ・とき・たじみ 

岐阜県道 422号-430号 （欠番）   

岐阜県道 431号 下山名丸線  しもやま・なまる 
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岐阜県道 432号 門和佐瀬戸線 かどわさ・せと 

岐阜県道 433号-434号 （欠番）   

岐阜県道 435号 御岳山朝日線 おんたけさん・あさひ 

岐阜県道 436号 田口洞線  たぐち・ほら 

岐阜県道 437号 湯屋温泉線  ゆやおんせん 

岐阜県道 438号 飛騨金山停車場線ひだかなやまていしゃじょう 

岐阜県道 439号 飛騨萩原停車場線ひだはぎわらていしゃじょう 

岐阜県道 440号 乗政下呂停車場線のりまさ・げろていしゃじょう 

岐阜県道 441号 濁河温泉線  にごりごおんせん 

岐阜県道 442号 白草山公園線 しらくさやまこうえん 

岐阜県道 443号-450号 （欠番）   

岐阜県道 451号 白山公園線  はくさんこうえん 

岐阜県道 452号 惣則高鷲線  そうのり・たかす 

岐阜県道 453号 宮清見線  みや・きよみ 

岐阜県道 454号 （欠番）   

岐阜県道 455号 段久々野線  だん・くぐの 

岐阜県道 456号 （欠番）   

岐阜県道 457号 名張上切線  なばり・かみぎり 

岐阜県道 458号 町方高山線  まちかた・たかやま 

岐阜県道 459号 白井北方線  しろい・きたがた 

岐阜県道 460号 石浦陣屋下切線 いしうら・じんや・しもぎり 

岐阜県道 461号 （欠番）   

岐阜県道 462号 岩井高山停車場線いわい・たかやまていしゃじょう 

岐阜県道 463号 朝日高根線  あさひ・たかね 

岐阜県道 464号-470号 （欠番）   

岐阜県道 471号 谷高山線  たに・たかやま 

岐阜県道 472号 （欠番）   

岐阜県道 473号 鼠餅古川線  ねずもち・ふるかわ 

岐阜県道 474号 （欠番）   

岐阜県道 475号 槍ヶ岳公園線 やりがだけこうえん 

岐阜県道 476号 古川国府線  ふるかわ・こくふ 

岐阜県道 477号 長倉神岡線  ながくら・かみおか 

岐阜県道 478号 清見河合線  きよみ・かわい 

岐阜県道 479号 古川宇津江四十八滝国府線 

    ふるかわ・うつえしじゅうはちたき・こくふ 

岐阜県道 480号 飛騨古川停車場線ひだふるかわていしゃじょう 

岐阜県道 481号 坂上停車場線 さかかみていしゃじょう  

岐阜県道 482号 新田飛騨国府停車場線  

    しんでん・ひだこくふていしゃじょう  

岐阜県道 483号 稲越角川停車場線 

    いなごえ・つのがわていしゃじょう 

岐阜県道 484号 打保神岡停車場線うつぼ・かみおかていしゃじょう 

岐阜県道 485号 平湯久手線 ひらゆ・くて  旧国道 158号 

岐阜県道 486号 王滝加子母付知線 おうたき・かしも・つけち 

        長野県道と共通 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R22:静岡県道一覧 
 

静岡県道 1号 飯田富山佐久間線 

（欠番）  

静岡県道 3号 豊橋湖西線 

静岡県道 4号 豊橋大知波線 

（欠番）  

（欠番）  

（欠番）  

（欠番）  

静岡県道 9号 天竜東栄線 

静岡県道 10号 富士川身延線 

静岡県道 11号 熱海函南線 

静岡県道 12号 伊東修善寺線 

（欠番）  

静岡県道 14号 下佐ケ野谷津線 

静岡県道 15号 下田松崎線 

静岡県道 16号 下田石廊松崎線 

静岡県道 17号 沼津土肥線 

静岡県道 18号 修善寺戸田線 

静岡県道 19号 伊東大仁線 

静岡県道 20号 熱海箱根峠線 

静岡県道 21号 三島裾野線 

静岡県道 22号 三島富士線 

静岡県道 23号 御殿場富士公園線 

静岡県道 24号 富士裾野線 

静岡県道 25号 富士宮芝川線 

（欠番）  

静岡県道 27号 井川湖御幸線 

（欠番）  

静岡県道 29号 梅ケ島温泉昭和線 

静岡県道 30号 焼津藤枝線 

静岡県道 31号 焼津榛原線 

静岡県道 32号 藤枝黒俣線 

静岡県道 33号 藤枝大井川線 

静岡県道 34号 島田吉田線 

（欠番）  

（欠番）  

静岡県道 37号 掛川浜岡線 

静岡県道 38号 掛川大東線 

静岡県道 39号 掛川川根線 

静岡県道 40号 掛川天竜線 

静岡県道 41号 袋井大須賀線 

（欠番）  旧袋井春野線 

静岡県道 43号 磐田福田線 

静岡県道 44号 磐田天竜線 

静岡県道 45号 天竜浜松線 

（欠番）  

静岡県道 47号 引佐六郎沢線 

静岡県道 48号 舘山寺鹿谷線 

静岡県道 49号 細江舞阪線 

静岡県道 50号 伊東停車場線 

静岡県道 51号 三島停車場線 

静岡県道 52号 沼津停車場線 

静岡県道 53号 富士宮停車場線 

静岡県道 54号 清水停車場線 

静岡県道 55号 島田停車場線 

静岡県道 56号 磐田停車場線 

（欠番）  旧浜松停車場線 

静岡県道 58号 袋井春野線 

静岡県道 59号 伊東西伊豆線 

静岡県道 60号 南アルプス公園線 

静岡県道 61号 浜北袋井線 

静岡県道 62号 浜松雄踏線 

静岡県道 63号 藤枝天竜線 

静岡県道 64号 島田川根線 

静岡県道 65号 浜松環状線 

（欠番）  旧富士御殿場線 

静岡県道 67号 静岡清水線 

静岡県道 68号 浜北三ケ日線 

静岡県道 69号 相良大須賀線 

（欠番）  旧白糸滝公園大渕線 

静岡県道 71号 富士宮鳴沢線 

静岡県道 72号 富士白糸滝公園線 

静岡県道 73号 細江金谷線 

静岡県道 74号 山脇大谷線 

静岡県道 75号 清水富士宮線 

静岡県道 76号 富士富士宮由比線 

静岡県道 77号 川根寸又峡線 

静岡県道 78号 御殿場大井線 

静岡県道 79号 吉田大東線 
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静岡県道 80号 熱海大仁線 

静岡県道 81号 焼津森線 

静岡県道 82号 裾野インター線 

静岡県道 83号 沼津インター線 

静岡県道 84号 中島南安倍線 

静岡県道 85号 三ヶ日インター線 

静岡県道 86号 磐田インター線 

静岡県道 87号 大岡元長窪線 

静岡県道 88号 一色久沢線 

（欠番）  旧箱根峠熱海線 

静岡県道 102号 十国峠伊豆山線 

静岡県道 103号 熱海停車場線 

静岡県道 104号 来の宮停車場線 

静岡県道 105号 伊豆多賀停車場線 

（欠番）  旧下多賀大仁線 

静岡県道 107号 網代停車場線 

静岡県道 108号 宇佐美停車場線 

静岡県道 109号 伊東川奈八幡野線 

静岡県道 110号 伊東港線 

静岡県道 111号 遠笠山富戸線 

静岡県道 112号 中大見八幡野線 

静岡県道 113号 熱川片瀬線 

静岡県道 114号 稲取港線 

静岡県道 115号 湯ケ野松崎線 

静岡県道 116号 須崎柿崎線 

静岡県道 117号 下田港線 

静岡県道 118号 蓮台寺立野線 

静岡県道 119号 下田南伊豆線 

静岡県道 120号 手石湊線 

静岡県道 121号 南伊豆松崎線 

静岡県道 122号 松崎港線 

（欠番）  旧伊東西伊豆線 

静岡県道 124号 吉奈門野原線 

静岡県道 125号 土肥港線 

（欠番）  旧戸田港修善寺線 

静岡県道 127号 船原西浦高原線 

（欠番）  旧修善寺大仁停車場線 

静岡県道 129号 韮山伊豆長岡修善寺線 

静岡県道 130号 伊豆長岡三津線 

静岡県道 131号 古奈伊豆長岡停車場線 

静岡県道 132号 韮山反射炉線 

静岡県道 133号 韮山韮山停車場線 

静岡県道 134号 静浦港韮山停車場線 

静岡県道 135号 田原野函南停車場線 

静岡県道 136号 函南停車場反射炉線 

静岡県道 137号 原木停車場線 

静岡県道 138号 御園伊豆仁田停車場線 

静岡県道 139号 原木沼津線 

静岡県道 140号 三島静浦港線 

静岡県道 141号 清水函南停車場線 

静岡県道 142号 三ツ谷谷田線 

静岡県道 143号 三島田町停車場線 

静岡県道 144号 下土狩徳倉沼津港線 

静岡県道 145号 沼津三島線 

静岡県道 146号 駿河小山停車場線 

静岡県道 147号 山中湖小山線 

（欠番）  旧関本御殿場線 

静岡県道 149号 竹之下小山線 

静岡県道 150号 足柄停車場富士公園線 

静岡県道 151号 須走小山線 

静岡県道 152号 富士公園太郎坊線 

静岡県道 153号 御殿場停車場線 

（欠番）  旧須山御殿場線 

静岡県道 155号 滝ケ原富士岡線 

静岡県道 156号 富士岡停車場線 

静岡県道 157号 五本地御殿場線 

静岡県道 158号 大坂富士宮線 

静岡県道 159号 沼津港線 

静岡県道 160号 千本城内線 

（欠番）  旧沼津インター線 

静岡県道 162号 沼津停車場東沢田線 

静岡県道 163号 東柏原沼津線 

静岡県道 164号 西椎路松長線 

静岡県道 165号 原停車場線 

静岡県道 166号 石川一本松線 

静岡県道 167号 須津東田子浦停車場線 

（欠番）  旧元吉原大淵富士宮線 

静岡県道 169号 吉永吉原停車場線 

静岡県道 170号 田子浦港大野線 

静岡県道 171号 吉原停車場吉原線 

静岡県道 172号 吉原田子浦港線  

静岡県道 173号 湖西東細谷線    旧勢子辻吉原線 

静岡県道 174号 富士停車場線  

静岡県道 175号 鷹岡富士停車場線  

静岡県道 176号 鷹岡柚木線  

（欠番）  旧富士根停車場天間線  

（欠番）  旧袖野北山富士根停車場線  

（欠番）  旧元村山二又線  

静岡県道 180号 富士宮富士公園線  

静岡県道 181号 富士停車場伝法線  

静岡県道 182号 三沢富士宮線  

（欠番）  旧上井出芝川線  

静岡県道 184号 白糸富士宮線  

（欠番）  旧白糸滝線  

（欠番）  旧富士宮由比線  

（欠番）  旧十島芝川線  

静岡県道 188号 岩淵富士川停車場線   旧岩淵岩淵停車場線 

静岡県道 189号 三ツ峰落合線     旧神沢今宿線 

静岡県道 190号 塩出尾崎線  

（欠番）  旧逢坂芝川停車場線  

静岡県道 192号 宍原塩出線  

静岡県道 193号 興津停車場線  

（欠番）  旧小島大向清水線  

静岡県道 195号 高瀬福士線      旧高瀬富沢線 

静岡県道 196号 大向福士線      旧大向富沢線 

静岡県道 197号 入江富士見線  

静岡県道 198号 駒越富士見線  

静岡県道 199号 三保駒越線  

（欠番）  旧静岡千代田清水線  

静岡県道 201号 平山草薙停車場線  

（欠番）   

（欠番）   

（欠番）  旧大谷用宗線 

静岡県道 205号 大川静岡線 

（欠番）  旧梅ケ島静岡線 

静岡県道 207号 奈良間手越線 

静岡県道 208号 藤枝静岡線     旧国道 1号 

静岡県道 209号 静岡朝比奈藤枝線 

静岡県道 210号 相俣岡部線 

（欠番）  旧五和岡部線 

（欠番）  旧:石上藤枝線 

静岡県道 213号 焼津岡部線 

（欠番）  旧焼津停車場仮宿線 

静岡県道 215号 伊久美藤枝線 

静岡県道 216号 堀之内青島線 

静岡県道 217号 伊久美元島田線 

（欠番）  旧本川根島田線 

（欠番 ）  旧黒俣川根線 

静岡県道 220号 蔵田島田線 

（欠番）  旧榛原焼津線 

静岡県道 222号 上青島焼津線 

静岡県道 223号 清水港土肥線 

静岡県道 224号 大富藤枝線 

静岡県道 225号 藤枝停車場線 

静岡県道 226号 高洲和田線 

静岡県道 227号 島田大井川線 
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静岡県道 228号 新金谷停車場線 

静岡県道 229号 吉田港線 

静岡県道 230号 住吉金谷線 

（欠番）  

（欠番）  旧:細江金谷線 

静岡県道 233号 榛原金谷線 

静岡県道 234号 吉沢金谷線 

静岡県道 235号 菊川榛原線 

（欠番）  旧川崎停車場線  

（欠番）  旧相良停車場線  

（欠番）  旧掛川相良線  

静岡県道 239号 相良浜岡線  

静岡県道 240号 御前崎堀野新田線  

静岡県道 241号 薄原地頭方線  

静岡県道 242号 浜岡菊川線  

（欠番）  旧浜岡町停車場線  

静岡県道 244号 大東菊川線  

静岡県道 245号 川上菊川線  

（欠番）  旧城東菊川線  

静岡県道 247号 中方千浜線      旧城東大浜線 

（欠番）  旧:平田大浜線  

静岡県道 249号 掛川大東大須賀線   旧掛川城東大須賀線 

静岡県道 250号 菊川停車場伊達方線  

静岡県道 251号 袋井小笠線  

（欠番）  旧新横須賀停車場線  

静岡県道 253号 掛川袋井線  

静岡県道 254号 掛川停車場線  

静岡県道 255号 中野諸井線      旧福田袋井線 

（欠番）  旧:磐田浅羽線  

静岡県道 257号 西同笠浅羽線  

静岡県道 258号 豊浜磐田線  

静岡県道 259号 磐田竜洋線  

静岡県道 260号 磐田停車場長野線  

静岡県道 261号 磐田細江線  

静岡県道 262号 豊田竜洋線  

静岡県道 263号 春野下泉停車場線  

（欠番）  家山掛川線 

静岡県道 265号 家山停車場線  

（欠番）  旧三倉川根線  

（欠番）  旧赤根金谷線  

（欠番）  旧原田森線  

静岡県道 269号 大和田森線  

静岡県道 270号 方の橋薗ケ谷線  

静岡県道 271号 掛川山梨線  

静岡県道 272号 遠江原谷停車場線  

静岡県道 273号 山梨敷地停車場線  

（欠番）  旧川会袋井停車場線  

静岡県道 275号 袋井停車場線     旧川会浜北線 

（欠番）  可睡久能線  

静岡県道 277号 磐田山梨線  

静岡県道 278号 遠江森停車場線  

静岡県道 279号 山梨一宮線  

静岡県道 280号 宮代赤根線  

静岡県道 281号 遠江一宮停車場線  

（欠番）  旧敷地停車場線  

静岡県道 283号 横川磐田線  

静岡県道 284号 野部停車場線 

 

静岡県道 285号 大輪天竜線 

静岡県道 286号 鮎釣東雲名春野線 

静岡県道 287号 津具大嵐停車場線 

静岡県道 288号 大嵐佐久間線 

（欠番）  旧天竜富山佐久間停車場線 

静岡県道 290号 水窪羽ケ庄佐久間線 

静岡県道 291号 中部天竜停車場線 

静岡県道 292号 下川合停車場線 

静岡県道 293号 古真立佐久間線 

静岡県道 294号 御園浦川停車場線 

静岡県道 295号 横山熊線 

静岡県道 296号 熊小松天竜川停車場線 

静岡県道 297号 両島二俣線 

静岡県道 298号 渋川鳳来線 

静岡県道 299号 渋川都田停車場線 

（欠番）  旧奥谷宮口停車場線  

（欠番）  旧渋川奥山停車場線  

（欠番）  旧東久留女木新田三ケ日線  

静岡県道 303号 新城引佐線  

静岡県道 304号 岩水寺停車場線  

静岡県道 305号 金指停車場和地線  

静岡県道 306号 気賀停車場線  

（欠番）  旧風越都筑停車場線  

静岡県道 308号 鳳来三ヶ日線  

（欠番）  旧三ヶ日停車場線  

静岡県道 310号 瀬戸佐久米線     旧:瀬戸都筑線 

静岡県道 311号 小松笠井線  

静岡県道 312号 中野子安線  

静岡県道 313号 笠井飯田線  

静岡県道 314号 中野市野線  

静岡県道 315号 五島天竜川停車場線  

静岡県道 316号 舞阪竜洋線      旧:掛塚舞阪線 

静岡県道 317号 米津東若林線  

静岡県道 318号 横尾根洗線  

静岡県道 319号 村櫛三方原線  

静岡県道 320号 引佐舘山寺線  

静岡県道 321号 和地山曳馬停車場線  

（欠番）  旧遠州浜松停車場線  

静岡県道 323号 舘山寺弁天島線     旧東田町停車場線 

（欠番）  旧浜松雄踏線  

静岡県道 325号 宇布見浜松線  

静岡県道 326号 高塚停車場入野線  

静岡県道 327号 高塚停車場線  

静岡県道 328号 舞阪停車場線  

（欠番）  白須賀鷲津停車場線  

静岡県道 330号 新所原停車場日の岡線  

（欠番）  旧湖西大岩豊橋線  

静岡県道 332号 新所原停車場白須賀線 

静岡県道 333号 入出太田線 

静岡県道 334号 太田中原線 

（欠番）  旧都田口停車場線 

（欠番）  旧気賀口停車場線 

静岡県道 337号 仙石原新田線 

静岡県道 338号 清水インター線 

（欠番）  

静岡県道 341号 水神田子浦港線 

静岡県道 342号 河原大井川港線 

静岡県道 343号 上野部豊田竜洋線 

静岡県道 344号 二俣浜松線 

静岡県道 345号 裾野停車場線 

（欠番）  

静岡県道 347号 波勝崎線 

静岡県道 348号 稲取停車場線 

静岡県道 349号 修善寺天城湯ケ島線 

（欠番）  旧足高岡の宮線 

静岡県道 351号 池東松原線 

（欠番）  旧人穴焼間線 

静岡県道 353号 田子浦港富士インター線 

静岡県道 354号 静岡環状線 

静岡県道 355号 焼津大井川線 

静岡県道 356号 善左衛門藤枝停車場線 

静岡県道 357号 佐倉御前崎港線 

（欠番）  旧一ノ瀬天竜線 

静岡県道 359号 長沢田沢線 

静岡県道 360号 渡ヶ島横山線 

静岡県道 361号 白倉西川線 

（欠番）  旧浜松環状線 

静岡県道 363号 高薗貴布祢線 
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静岡県道 364号 湖東和合線 

静岡県道 365号 足柄峠線  

静岡県道 366号 用宗停車場丸子線  

（欠番）  旧小山御殿場線  

静岡県道 368号 湖東舘山寺線  

（欠番）  旧一色久沢線  

静岡県道 370号 由比停車場線  

静岡県道 371号 茂畑横砂線  

静岡県道 372号 大東相良線  

静岡県道 373号 原里大池線  

静岡県道 374号 浜松袋井線  

静岡県道 375号 静岡御前崎自転車道線  

静岡県道 376号 浜松御前崎自転車道線  

静岡県道 377号 静岡清水自転車道線  

静岡県道 378号 猪鼻湖周遊自転車道線  

静岡県道 379号 浜名湖周遊自転車道線  

静岡県道 380号 富士清水線     旧国道 1号 

静岡県道 381号 島田岡部線     旧国道 1号 

（欠番）  旧中島南安倍線  

（欠番）  旧静岡久能清水線  

静岡県道 384号 高松日出線      大谷日出 

（欠番）  旧本川根川根線  

静岡県道 386号 小笠掛川線  

（欠番）  旧御殿場裾野線  

静岡県道 388号 接岨峡線  

静岡県道 389号 水窪森線  

静岡県道 390号 鳳来佐久間線  

静岡県道 391号 細江浜北線  

（欠番）  旧裾野インター線  

（欠番）  旧深沢仙石原線  

静岡県道 394号 沼津小山線  

（欠番）   

静岡県道 396号 富士由比線     旧国道 1号 

静岡県道 397号 富士根停車場線 

静岡県道 398号 上稲子長貫線 

静岡県道 399号 大河内森線 

静岡県道 400号 大仁停車場線 

静岡県道 401号 御殿場箱根線 

静岡県道 402号 小笠山総合運動公園線 

静岡県道 403号 磐田掛川線 

静岡県道 404号 河津下田線 

静岡県道 405号 足高三枚橋線 

静岡県道 406号 仁杉柴怒田線 

静岡県道 407号 静岡草薙清水線 

静岡県道 408号 静岡空港線 

静岡県道 409号 大須賀掛川停車場線 

静岡県道 410号 仁科峠宇久須線 

静岡県道 411号 西天城高原線 

静岡県道 412号 南信濃水窪線 

静岡県道 413号 磐田袋井線     旧国道 1号 

静岡県道 414号 富士富士宮線      旧国道139号 

静岡県道 415号 日坂沢田線     旧国道 1号 

静岡県道 416号 静岡焼津線       旧国道150号 

静岡県道 417号 新居浜名線  

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R23:愛知県道一覧 
 

愛知県道 1号 飯田富山佐久間線 いいだとみやまさくま 

愛知県道 2号 豊橋渥美線  とよはしあつみ  

愛知県道 3号 豊橋湖西線  とよはしこさい  

愛知県道 4号 豊橋大知波線 とよはしおおちば  

愛知県道 5号 国府馬場線  こうばば  

愛知県道 6号 力石名古屋線 ちからいしなごや 

      猿投グリーンロードを含む 

愛知県道 7号 半田南知多公園線  

  はんだみなみちたこうえん 南知多道路を含む 

愛知県道 8号 津島南濃線  つしまなんのう  

愛知県道 9号 天竜東栄線  てんりゅうとうえい  

愛知県道 10号 設楽根羽線  したらねば  

愛知県道 11号 豊田明智線  とよたあけち  

愛知県道 12号 豊田一色線  とよたいっしき  

愛知県道 13号 豊田多治見線 とよたたじみ  

愛知県道 14号 岐阜稲沢線  ぎふいなざわ  

愛知県道 15号 名古屋多治見線 なごやたじみ  

愛知県道 16号 多治見犬山線 たじみいぬやま  

愛知県道 17号 江南関線  こうなんせき 

愛知県道 18号 大垣一宮線  おおがきいちのみや 

愛知県道 19号 土岐足助線  ときあすけ 

愛知県道 20号 瑞浪大野瀬線 みずなみおおのせ 

愛知県道 21号 豊川新城線  とよかわしんしろ 

愛知県道 22号 瀬戸環状線  せとかんじょう 

愛知県道 23号 東浦名古屋線 ひがしうらなごや 

愛知県道 24号 知多東浦線  ちたひがしうら 

愛知県道 25号 春日井一宮線 かすがいいちのみや 

愛知県道 26号 岡崎環状線  おかざきかんじょう 

愛知県道 27号 春日井各務原線 かすがいかかみがはら 

愛知県道 28号 田原高松線  たはらたかまつ 

愛知県道 29号 弥富名古屋線 やとみなごや 

愛知県道 30号 関田名古屋線 せきだなごや 

愛知県道 31号 東三河環状線 ひがしみかわかんじょう 

愛知県道 32号 長篠東栄線  ながしのとうえい 

愛知県道 33号 瀬戸設楽線  せとしたら 愛知県道 34 号

 半田常滑線  はんだとこなめ  

愛知県道 35号 岡崎設楽線  おかざきしたら  

愛知県道 36号 諸輪名古屋線 もろわなごや  

旧愛知県道 36号 阿蔵本宿線 あぞうもとじゅく 国道473号へ変更 

愛知県道 37号 岡崎作手清岳線 おかざきつくできよおか  

愛知県道 38号 蒲郡本宿線  がまごおりもとじゅく 

        国道473号へ変更 

愛知県道 39号 岡崎足助線  おかざきあすけ  

愛知県道 40号 名古屋蟹江弥富線 なごやかにえやとみ 

愛知県道 41号 西尾幸田線  にしおこうた  

愛知県道 42号 西尾吉良線  にしおきら  

愛知県道 43号 岡崎碧南線  おかざきへきなん  

愛知県道 44号 岡崎西尾線  おかざきにしお  

愛知県道 45号 安城碧南線  あんじょうへきなん  

愛知県道 46号 西尾知多線  にしおちた  

愛知県道 47号 岡崎半田線  おかざきはんだ  

愛知県道 48号 岡崎刈谷線  おかざきかりや  

愛知県道 49号 春日井犬山線 かすがいいぬやま  

愛知県道 50号 名古屋碧南線 なごやへきなん  

愛知県道 51号 知立東浦線  ちりゅうひがしうら  

愛知県道 52号 半田南知多線 はんだみなみちた  

愛知県道 53号 春日井瀬戸線 かすがいせと  

愛知県道 54号 豊田知立線  とよたちりゅう  

愛知県道 55号 名古屋半田線 なごやはんだ 

       知多半島道路を含む 

愛知県道 56号 名古屋岡崎線 なごやおかざき  

愛知県道 57号 瀬戸大府東海線 せとおおぶとうかい  

愛知県道 58号 名古屋豊田線 なごやとよた  

愛知県道 59号 名古屋中環状線 なごやなかかんじょう  

愛知県道 60号 名古屋長久手線 なごやながくて  

愛知県道 61号 名古屋瀬戸線 なごやせと  

愛知県道 62号 春日井稲沢線 かすがいいなざわ  

愛知県道 63号 名古屋江南線 なごやこうなん  

愛知県道 64号 一宮犬山線  いちのみやいぬやま 
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愛知県道 65号 一宮蟹江線  いちのみやかにえ 

愛知県道 66号 蟹江飛島線  かにえとびしま 

愛知県道 67号 名古屋祖父江線 なごやそぶえ 

愛知県道 68号 名古屋津島線 なごやつしま 

愛知県道 69号 豊橋乗本線  とよはしのりもと 

愛知県道 70号 名古屋十四山線 なごやじゅうしやま 

愛知県道 71号 名古屋西港線 なごやにしこう 

愛知県道 72号 武豊小鈴谷線 たけとよこすがや 

愛知県道 73号 長沢蒲郡線  ながさわがまごおり 

愛知県道 74号 阿南東栄線  あなんとうえい 

愛知県道 75号 春日井長久手線 かすがいながくて 

愛知県道 76号 豊田安城線  とよたあんじょう 

愛知県道 77号 足助下山線  あすけしもやま 

愛知県道 78号 安城幸田線  あんじょうこうた 

愛知県道 79号 あま愛西線  あまあいさい 

愛知県道 80号 東栄稲武線  とうえいいなぶ  

愛知県道 81号 豊橋下吉田線 とよはししもよしだ  

＊ 下記 8 路線は愛知県の県道ではないが名古屋市の市道のうち

主要地方道に指定されている路線   

名古屋市道  愛知名駅南線 あいちめいえきみなみ  

名古屋市道  江川線  えがわ  

名古屋市道  金城埠頭線  きんじょうふとう  

名古屋市道  山王線  さんのう  

名古屋市道  東海橋線 とうかいばし 愛知県道 56号の新道 

名古屋市道  名古屋環状線 なごやかんじょう  

名古屋市道  堀田高岳線  ほりたたかおか  

名古屋市道  都通布池線  みやこどおりぬのいけ  

愛知県道 101号 月瀬上矢作線 つきせかみやはぎ  

旧・愛知県道 101号 各務原犬山線 かかみがはらいぬやま

     愛知県道・岐阜県道 27号へ変更 

愛知県道 102号 名古屋犬山線 なごやいぬやま  

愛知県道 103号 境政成新田蟹江線さかいまさなりしんでんかにえ 

愛知県道 104号 新政成弥富線 しんまさなりやとみ  

愛知県道 105号 富島津島線  とみしまつしま  

愛知県道 106号 鳥ヶ地名古屋線 とりがんじなごや  

愛知県道 107号 中川中村線  なかがわなかむら  

愛知県道 108号 木曽岬弥富停車場線きそさきやとみていしゃじょう 

愛知県道 109号 子宝愛西線  こだからあいさい  

愛知県道 110号 旧弥富名古屋線 

     愛知県道 29号弥富名古屋線へ変更 

愛知県道 111号 旧佐屋停車場線 さやていしゃじょう 

         現愛西市道 

愛知県道 112号 半田停車場線 はんだていしゃじょう  

愛知県道 113号 鹿伏兎大井線 かぶとおおい  

愛知県道 114号 津島蟹江線  つしまかにえ  

愛知県道 115号 津島七宝名古屋線 つしましっぽうなごや 

（欠番） 青塚永和停車場線 あおつかえいわていしゃじょう 

       愛知県道 518号へ変更 

愛知県道 117号 西条中川線  にしじょうなかがわ  

愛知県道 118号 津島停車場今市場線  

     つしまていしゃじょういまいちば  

愛知県道 119号 津島立田海津線 つしまたつたかいづ  

愛知県道 120号 津島海津線  つしまかいづ  

愛知県道 121号 津島稲沢線  つしまいなざわ  

（欠番） 旧勝幡停車場線 しょばたていしゃじょう愛西市に移管 

愛知県道 123号 市之倉内津線 いちのくらうつつ  

愛知県道 124号 西条清須線  にしじょうきよす  

愛知県道 125号 佐屋多度線  さやたど  

愛知県道 126号 給父西枇杷島線 きゅうぶにしびわじま  

愛知県道 127号 助七西田中線 すけしちにしたなか  

愛知県道 128号 給父清須線  きゅうぶきよす  

愛知県道 129号 一宮津島線  いちのみやつしま  

愛知県道 130号 馬飼井堀線  まかいいぼり  

（欠番） 旧神明津森上停車場線  

 しんみょうづもりかみていしゃじょう 愛知県道 512号へ変更 

愛知県道 132号 天池片原一色線 あまいけかたはらいっしき 

愛知県道 133号 稲沢祖父江線 いなざわそぶえ  

愛知県道 134号 桑原祖父江線 くわばらそぶえ  

愛知県道 135号 羽島稲沢線  はしまいなざわ  

愛知県道 136号 一宮清須線  いちのみやきよす  

愛知県道 137号 萩原停車場線 はぎわらていしゃじょう  

愛知県道 138号 津島停車場線 つしまていしゃじょう  

愛知県道 139号 須成七宝稲沢線 すなりしっぽういなざわ  

（欠番） 須ヶ口停車場線 すかぐちていしゃじょう現・清須市道 

愛知県道 141号 枇杷島停車場線 びわじまていしゃじょう  

愛知県道 142号 新清洲停車場線 しんきよすていしゃじょう  

愛知県道 143号 豊橋停車場線 とよはしていしゃじょう  

（欠番） 西中野岩倉線  にしなかのいわくら 

    愛知県道 25号と愛知県道 513号へ変更 

愛知県道 145号 冨田一宮線  とみだいちのみや  

愛知県道 146号 奥音羽線  おくおとわ  

愛知県道 147号 西萩原北方線 にしはぎわらきたがた  

愛知県道 148号 萩原三条北方線 はぎわらさんじょうきたがた 

愛知県道 149号 浅野羽根岩倉線 あさのはねいわくら  

愛知県道 150号 一宮川島線  いちのみやかわしま  

愛知県道 151号 一宮各務原線 いちのみやかかみがはら 

愛知県道 152号 島村佐千原線 しまむらさちはら  

愛知県道 153号 浅井清須線  あざいきよす 

愛知県道 154号 鹿ノ子島南小渕線 かのこじまみなみおぶち 

愛知県道 155号 井之口江南線 いのくちこうなん 

愛知県道 156号 小渕江南線  おぶちこうなん 

愛知県道 157号 小口岩倉線  おぐちいわくら 

愛知県道 158号 小口名古屋線 おぐちなごや 

愛知県道 159号 外坪扶桑線  とつぼふそう 

愛知県道 160号 入鹿出新田小牧線 いるかでしんでんこまき 

愛知県道 161号 名古屋豊山稲沢線 なごやとよやまいなざわ 

愛知県道 162号 松河戸西枇杷島線 まつかわどにしびわじま 

愛知県道 163号 一場中小田井線 いちばなかおたい 

愛知県道 164号 西春停車場線 にしはるていしゃじょう 

愛知県道 165号 春日小牧線  はるひこまき 

愛知県道 166号 小牧岩倉一宮線 こまきいわくらいちのみや 

愛知県道 167号 岩倉停車場線 いわくらていしゃじょう 

愛知県道 168号 立田長島インター線 たつたながしまインター 

（欠番） 旧町屋岩倉線  まちやいわくら 

      愛知県道 25号の一部へ変更 

愛知県道 170号 石仏停車場線 いしぼとけていしゃじょう  

愛知県道 171号 小折一宮線  こおりいちのみや  

愛知県道 172号 西之島江南線 にしのしまこうなん  

愛知県道 173号 湖西東細谷線 こさいひがしほそや  

愛知県道 174号 布袋停車場線 ほていていしゃじょう  

愛知県道 175号 江南木曽川線 こうなんきそがわ  

愛知県道 176号 若宮江南線  わかみやこうなん  

愛知県道 177号 大県神社線  おおあがたじんじゃ  

愛知県道 178号 明知小牧線  あけちこまき  

愛知県道 179号 宮後小牧線  みやうしろこまき  

愛知県道 180号 江南停車場線 こうなんていしゃじょう  

愛知県道 181号 光明寺木曽川停車場線  

    こうみょうじきそがわていしゃじょう  

愛知県道 182号 里小牧北方江南線さとこまききたがたこうなん 

愛知県道 183号 浅井犬山線  あざいいぬやま  

愛知県道 184号 般若東野線  はんにゃひがしの  

愛知県道 185号 栗栖犬山線  くりすいぬやま 

愛知県道 186号 御嵩犬山線  みたけいぬやま 

愛知県道 187号 犬山停車場線 いぬやまていしゃじょう 

愛知県道 188号 善師野西北野線 ぜんじのにしきたの 

愛知県道 189号 善師野多治見線 ぜんじのたじみ 

愛知県道 190号 名古屋一宮線 なごやいちのみや 

愛知県道 191号 長洞犬山線  ながほらいぬやま 

愛知県道 192号 草井羽黒線  くさいはぐろ 

愛知県道 193号 大垣江南線  おおがきこうなん 

愛知県道 194号 斎藤羽黒線  さいとうはぐろ 

愛知県道 195号 荒井大草線  あらいおおくさ 

愛知県道 196号 神屋味美線  かみやあじよし 

愛知県道 197号 小牧春日井線 こまきかすがい 

愛知県道 198号 一宮小牧線  いちのみやこまき 
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旧・愛知県道 198号 小牧停車場線 こまきていしゃじょう 

愛知県道 199号 高蔵寺小牧線 こうぞうじこまき 

愛知県道 200号 名古屋甚目寺線 なごやじもくじ  

愛知県道 201号 南外山勝川停車場線  

     みなみとやまかちがわていしゃじょう 

愛知県道 202号 守山西線  もりやまにし  

（欠番）      愛知県道 30号へ変更 

愛知県道 204号 春日井停車場線 かすがいていしゃじょう  

愛知県道 205号 下半田川春日井線 しもはだがわかすがい 

（欠番）  力石名古屋線  愛知県道 6号へ変更 

愛知県道 207号 定光寺山脇線 じょうこうじやまわき  

愛知県道 208号 上半田川名古屋線 かみはだがわなごや 

愛知県道 209号 愛・地球博記念公園瀬戸線 

    あいちきゅうはくきねんこうえんせと  

愛知県道 210号 中水野品野線 なかみずのしなの  

（欠番） 市之倉内津線  愛知県道 123号へ変更 

愛知県道 212号 窯元東古瀬戸線 かまもとひがしこせと  

愛知県道 213号 篠木尾張旭線 しのぎおわりあさひ  

愛知県道 214号 松本名古屋線 まつもとなごや  

愛知県道 215号 田籾名古屋線 たもみなごや  

愛知県道 216号 大曽根停車場線 おおぞねていしゃじょう 

愛知県道 217号 岩藤名古屋線 いわふじなごや 

愛知県道 218号 和合豊田線  わごうとよた 

愛知県道 219号 浅田名古屋線 あさだなごや 

愛知県道 220号 阿野名古屋線 あのなごや 

愛知県道 221号 岩崎名古屋線 いわさきなごや 

愛知県道 222号 緑瑞穂線  みどりみずほ 

愛知県道 223号 笠寺星崎線  かさでらほしざき 

愛知県道 224号 熱田停車場線 あつたていしゃじょう 

愛知県道 225号 名古屋東港線 なごやひがしこう 

愛知県道 226号 熱田停車場伝馬線あつたていしゃじょうてんま 

愛知県道 227号 港中川線  みなとなかがわ 

愛知県道 228号 下之一色港南陽線しものいっしきこうなんよう 

愛知県道 229号 八田停車場線 はったていしゃじょう 

愛知県道 230号 鴛鴨安城線  おしかもあんじょう 

愛知県道 231号 米野木莇生線 こめのきあざぶ 

愛知県道 232号 鴛鴨みよし線 おしかもみよし  

愛知県道 233号 岩作諸輪線  やさごもろわ  

愛知県道 234号 みよし沓掛線 みよしくつかけ  

（欠番） 愛知県道 36号 諸輪名古屋線へ変更  

愛知県道 236号 春木沓掛線  はるきくつかけ  

愛知県道 237号 新田名古屋線 しんでんなごや  

（欠番） 明知沓掛線   みょうちくつかけ  

     愛知県道 234号へ区間変更し継承 

愛知県道 239号 岡崎豊明線  おかざきとよあけ  

愛知県道 240号 豊明停車場線 とよあけていしゃじょう  

（欠番） 名古屋刈谷線 なごやかりや 国道366号へ変更 

愛知県道 242号 鳴海停車場線 なるみていしゃじょう  

愛知県道 243号 東海緑線  とうかいみどり  

愛知県道 244号 泉田共和線  いずみだきょうわ  

愛知県道 245号 半城土広小路線 はじょうどひろこうじ  

愛知県道 246号 刈谷大府線  かりやおおぶ  

（欠番） 東浦名古屋線  愛知県道 23号へ変更 

愛知県道 248号 名和大府線  なわおおぶ  

愛知県道 249号 長草東海線  ながくさとうかい  

愛知県道 250号 柏森停車場線 かしわもりていしゃじょう  

愛知県道 251号 寺本停車場線 てらもとていしゃじょう  

愛知県道 252号 大府常滑線  おおぶとこなめ  

愛知県道 253号 横根大府線  よこねおおぶ  

愛知県道 254号 白沢八幡線  しらさわやわた  

（欠番）    大部分が愛知県道 24号へ変更 

愛知県道 256号 古見停車場線 こみていしゃじょう  

（欠番） 旧岡田新知線  おかだしんち  廃止 

（欠番） 旧長浦停車場線 ながうらていしゃじょう 知多市道 

愛知県道 259号 草木金沢線  くさぎかなざわ  

愛知県道 260号 亀崎停車場線 かめざきていしゃじょう  

愛知県道 261号 半田東浦線  はんだひがしうら  

愛知県道 262号 衣浦西港線  きぬうらにしこう  

愛知県道 263号 知多半田停車場線 ちたはんだていしゃじょう 

愛知県道 264号 阿久比半田線 あぐいはんだ  

愛知県道 265号 碧南半田常滑線 へきなんはんだとこなめ  

愛知県道 266号 板山金山線  いたやまかなやま  

愛知県道 267号 大野町停車場線 おおのまちていしゃじょう  

（欠番） 旧常滑停車場線 とこなめていしゃじょう現・常滑市道 

愛知県道 269号 古場武豊線  こばたけとよ  

愛知県道 270号 常滑港線  とこなめこう  

愛知県道 271号 武豊港線  たけとよこう  

愛知県道 272号 大谷富貴線  おおたにふき  

愛知県道 273号 上野間布土線 かみのまふっと  

愛知県道 274号 小鈴谷河和線 こすがやこうわ  

愛知県道 275号 奥田河和線  おくだこうわ  

愛知県道 276号 奥田内福寺南知多線おくだうつふくじみなみちた 

愛知県道 277号 野間河和線  のまこうわ  

（欠番） 旧山海大井線  やまみおおい  

愛知県道 279号 内海美浜線  うつみみはま  

愛知県道 280号 豊丘豊浜線  とよおかとよはま  

愛知県道 281号 大井豊浜線  おおいとよはま  

愛知県道 282号 今川刈谷停車場線いまがわかりやていしゃじょう 

愛知県道 283号 加納東保見線 かのうひがしほみ  

愛知県道 284号 宮上知立線  みやがみちりゅう  

愛知県道 285号 安城八ツ田知立線 あんじょうやつだちりゅう  

愛知県道 286号 安城桜井線  あんじょうさくらい  

（欠番） 竜神安城線   りゅうじんあんじょう 

      一部が愛知県道 12号へ変更 

愛知県道 288号 豊田安城自転車道線  

     とよたあんじょうじてんしゃどう  

愛知県道 289号 富士松停車場線 ふじまつていしゃじょう  

愛知県道 290号 矢作橋停車場線 やはぎばしていしゃじょう  

愛知県道 291号 米津碧南線  よねづへきなん  

愛知県道 292号 幸田石井線  こうたいしい  

愛知県道 293号 桜井岡崎線  さくらいおかざき  

愛知県道 294号 西尾小川線  にしおおがわ  

愛知県道 295号 道場山安城線 どうじょうやまあんじょう  

愛知県道 296号 小垣江安城線 おがきえあんじょう  

（欠番） 西尾安城線 にしおあんじょう 愛知県道 12号へ変更 

愛知県道 298号 安城知立線  あんじょうちりゅう  

愛知県道 299号 南中根小垣江線 みなみなかねおがきえ  

愛知県道 300号 高浜港停車場線 たかはまみなとていしゃじょう 

愛知県道 301号 西尾新川港線 にしおしんかわこう  

愛知県道 302号 新川町停車場線 しんかわまちていしゃじょう 

愛知県道 303号 平坂福清水線 へいさかふくしみず  

愛知県道 304号 碧南高浜環状線 へきなんたかはまかんじょう 

愛知県道 305号 碧南停車場線 へきなんていしゃじょう  

愛知県道 306号 大浜港線  おおはまこう  

（欠番） 玉津浦停車場線 たまつうらていしゃじょう 停車場廃止 

愛知県道 308号 米津平坂線  よねづへいさか  

愛知県道 309号 刈宿住崎線  かりやどすみさき  

愛知県道 310号 花蔵寺花ノ木線 けぞうじはなのき  

（欠番） 中畑本町線  なかばたほんまち  

      現・愛知県道 383号の一部 

愛知県道 312号 荻原巨海線  おぎわらこみ  

愛知県道 313号 荻原一色線  おぎわらいっしき  

（欠番） 西尾一色線 にしおいっしき 愛知県道 12号へ変更 

愛知県道 315号 下横須賀大島線 しもよこすかおおしま  

愛知県道 316号 富好新田宮崎鳥羽線 

      とみよししんでんみやざきとば 

愛知県道 317号 西尾幡豆線  にしおはず  

愛知県道 318号 宮迫今川線  みやばいまがわ  

愛知県道 319号 西尾環状線  にしおかんじょう  

愛知県道 320号 幸田幡豆線  こうたはず  

愛知県道 321号 東幡豆蒲郡線 ひがしはずがまごおり  

愛知県道 322号 深溝西浦線  ふこうずにしうら  

愛知県道 323号 芦谷蒲郡線  あしのやがまごおり  

愛知県道 324号 生平幸田線  おいだいらこうた  

愛知県道 325号 須美福岡線  すみふくおか  
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愛知県道 326号 桑谷柱線  くわがいはしら  

愛知県道 327号 市場福岡線  いちばふくおか  

愛知県道 328号 本郷美合停車場線 

     ほんごうみあいていしゃじょう  

愛知県道 329号 美合停車場線 みあいていしゃじょう  

（欠番） 旧愛知こどもの国線 あいちこどものくに 廃止 

愛知県道 331号 一色小久田線 いっしきおくだ  

愛知県道 332号 大代赤坂線  おおじろあかさか  

愛知県道 333号 切山夏山線  きりやまなつやま  

愛知県道 334号 千万町豊川線 ぜまんじょうとよかわ  

愛知県道 335号 南大須鴨田線 みなみおおすかもだ  

愛知県道 336号 蘭鍛埜線  あららぎかじの  

愛知県道 337号 作手菅沼平瀬線 つくですがぬまひらせ  

愛知県道 338号 花沢桑原線  はなざわくわばら  

愛知県道 339号 長沢東蔵前線 ながさわひがしくらまえ  

愛知県道 340号 細川豊田線  ほそかわとよた  

愛知県道 341号 加茂川志賀線 かもがわしが  

愛知県道 342号 豊田市停車場線 とよたしていしゃじょう  

愛知県道 343号 則定豊田線  のりさだとよた  

愛知県道 344号 久木中金線  ひさぎなかがね 

愛知県道 345号 中金百々線  なかがねどうど 

愛知県道 346号 越戸停車場線 こしどていしゃじょう 

愛知県道 347号 猿投停車場線 さなげていしゃじょう 

愛知県道 348号 西中山越戸停車場線 

     にしなかやまこしどていしゃじょう 

愛知県道 349号 深見亀首線  ふかみかめくび 

愛知県道 350号 北一色東広瀬線 きたいしきひがしひろせ 

愛知県道 351号 上仁木明智線 かみにぎあけち 

愛知県道 352号 上渡合土岐線 かみどあいとき 

愛知県道 353号 大平折平線  おおだいらおりだいら 

愛知県道 354号 平畑土岐線  ひらはたとき 

愛知県道 355号 島崎豊田線  しまさきとよた 

愛知県道 356号 大野瀬小渡線 おおのせおど 

愛知県道 357号 平沢御蔵線  ひらさわみくら 

愛知県道 358号 月原近岡線  わちばらちかおか 

愛知県道 359号 坂上田振線  さかうえたふり 

愛知県道 360号 坂上大内線  さかうえおおうち 

愛知県道 361号 坂上花沢線  さかうえはなざわ 

愛知県道 362号 東大沼足助線 ひがしおおぬまあすけ 

愛知県道 363号 作手善夫大沼線 つくでぜんぶおおぬま 

愛知県道 364号 田峯東大見線 だみねひがしおおみ 

愛知県道 365号 田峯三都橋線 だみねみつはし 

愛知県道 366号 小渡明川足助線 おどあすがわあすけ 

愛知県道 367号 梨野川面線  なしのかわもて 

愛知県道 368号 豊川蒲郡線  とよかわがまごおり 

愛知県道 369号 蒲郡停車場線 がまごおりていしゃじょう 

愛知県道 370号 蒲郡港線  がまごおりこう 

愛知県道 371号 豊岡三谷港線 とよおかみやこう 

愛知県道 372号 大塚国府線  おおつかこう 

愛知県道 373号 金野豊川線  かねのとよかわ 

愛知県道 374号 長沢国府線  ながさわこう 

愛知県道 375号 前芝国府停車場線  まえしばこうていしゃじょう 

愛知県道 376号 三ヶ根停車場拾石線 

     さんがねていしゃじょうひろいし  

愛知県道 377号 豊川片寄線  とよかわかたよせ  

愛知県道 378号 諏訪停車場線 すわていしゃじょう  

愛知県道 379号 石巻山線  いしまきさん  

愛知県道 380号 豊橋一宮線  とよはしいちのみや  

愛知県道 381号 豊津石巻萩平線 とよついしまきはぎひら  

愛知県道 382号 足山田大代線 あしやまだおおじろ  

愛知県道 383号 蒲郡碧南線  がまごおりへきなん  

愛知県道 384号 小坂井御津線 こざかいみと  

愛知県道 385号 前芝小坂井停車場線 

     まえしばこざかいていしゃじょう  

愛知県道 386号 平井牟呂大岩線 ひらいむろおおいわ  

愛知県道 387号 清須下地線  きよすしもじ  

愛知県道 388号 大山豊橋停車場線おおやまとよはしていしゃじょう 

愛知県道 389号 富栄設楽線  とみさかしたら  

愛知県道 390号 扶桑各務原線 ふそうかかみがはら  

旧・愛知県道 390号 出沢東上線 すざわとうじょう 

       愛知県道 21号へ変更 

愛知県道 391号 金沢江島停車場線  

      かなざわえじまていしゃじょう 

愛知県道 392号 新城引佐線  しんしろいなさ 

愛知県道 393号 豊橋港線  とよはしこう 

愛知県道 394号 中条豊橋線  ちゅうじょうとよはし 

愛知県道 395号 東三河臨海公園線ひがしみかわりんかいこうえん 

愛知県道 396号 蒲郡港拾石線 がまごおりこうひろいし 

愛知県道 397号 城下田原線  しろしたたはら 

愛知県道 398号 高松石神線  たかまついしがみ 

愛知県道 399号 蔵王山線  ざおうさん 

愛知県道 400号 豊橋豊川線  とよはしとよかわ 

愛知県道 401号 太田中原線  おおたなかはら 

愛知県道 402号 中原東細谷線 なかはらひがしほそや 

愛知県道 403号 細谷二川線  ほそやふたがわ 

愛知県道 404号 小松原二川停車場線 

     こまつばらふたがわていしゃじょう 

愛知県道 405号 小松原小池線 こまつばらこいけ 

愛知県道 406号 東七根藤並線 ひがしななねふじなみ 

愛知県道 407号 伊古部南栄線 いこべみなみさかえ  

愛知県道 408号 野依植田線  のよりうえた  

愛知県道 409号 東赤沢植田線 ひがしあかざわうえた  

愛知県道 410号 伊古部老津線 いこべおいつ  

愛知県道 411号 城下老津線  しろしたおいつ  

（欠番） 豊橋田原線   とよはしたはら 

    愛知県道 2号と愛知県道 28号へ変更 

愛知県道 413号 六連三河田原停車場線  

    むつれみかわたはらていしゃじょう  

愛知県道 414号 大草豊島線  おおくさとしま  

（欠番） 野田白谷神戸線  のだしろやかんべ 

    愛知県道 2号と愛知県道 28号へ変更 

愛知県道 416号 赤羽根野田線 あかばねのだ  

（欠番） 高松田原線 たかまつたはら 愛知県道 28号へ変更 

愛知県道 418号 小中山伊良湖線 こなかやまいらご  

愛知県道 419号 赤羽根泉港線 あかばねいずみこう  

愛知県道 420号 和地福江港線 わじふくえこう  

愛知県道 421号 小中山保美線 こなかやまほび  

（欠番） 堀切保美線 ほりきりほび 愛知県道 2号へ変更 

愛知県道 423号 堀切中山線  ほりきりなかやま 

愛知県道 424号 振草三河川合停車場線 

     ふりくさみかわかわいていしゃじょう 

（欠番） 旧・外貝津先林線  そとかいづせんばやし 

愛知県道 426号 津具大嵐停車場線つぐおおぞれていしゃじょう 

愛知県道 427号 坂宇場津具設楽線 さかうばつぐしたら 

愛知県道 428号 古真立津具線 こまだてつぐ 

愛知県道 429号 古真立佐久間線 こまだてさくま 

愛知県道 430号 足込上黒川線 あしこめかみくろかわ 

愛知県道 431号 八橋中設楽線 やつはしなかしたら 

愛知県道 432号 小松田口線  こまつたぐち 

愛知県道 433号 和市清崎線  わいちきよさき 

愛知県道 434号 愛知県民の森線 あいちけんみんのもり 

愛知県道 435号 作手保永海老線 つくでやすながえび 

愛知県道 436号 作手清岳玖老勢線 つくできよおかくろぜ 

愛知県道 437号 作手清岳新城線 つくできよおかしんしろ 

愛知県道 438号 布里新城線  ふりしんしろ 

愛知県道 439号 能登瀬新城線 のとせしんしろ  

愛知県道 440号 川角東栄停車場線 

     かわかどとうえいていしゃじょう  

愛知県道 441号 鳳来寺山公園線 ほうらいじさんこうえん  

愛知県道 442号 鳳来佐久間線 ほうらいさくま  

愛知県道 443号 富岡大海線  とみおかおおみ  

（欠番） 東新町停車場線 ひがししんまちていしゃじょう 廃止 

愛知県道 445号 鳳来三ヶ日線 ほうらいみっかび  

愛知県道 446号 新城停車場線 しんしろていしゃじょう  

愛知県道 447号 名古屋空港線 なごやくうこう  
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愛知県道 448号 名古屋空港中央線 なごやくうこうちゅうおう

       愛知県道 22号へ変更 

愛知県道 449号 高速清須一宮線（名古屋高速 16号一宮線） 

      こうそくきよすいちのみや 

愛知県道 450号 神領停車場線 じんりょうていしゃじょう  

愛知県道 451号 名古屋外環状線 なごやそとかんじょう  

愛知県道 452号 高蔵寺停車場線 こうぞうじていしゃじょう  

愛知県道 453号 明治村小牧線 めいじむらこまき  

愛知県道 454号 大里停車場清須線おおさとていしゃじょうきよす 

愛知県道 455号 高速名古屋朝日線（名古屋高速 6号清須線） 

      こうそくなごやあさひ  

愛知県道 456号 高速名古屋新宝線（名古屋高速 4号東海線） 

      こうそくなごやしんぽう  

愛知県道 457号 尾張一宮停車場線 

     おわりいちのみやていしゃじょう 

愛知県道 458号 一宮弥富線  いちのみややとみ  

愛知県道 459号 名鉄一宮停車場線 

    めいてついちのみやていしゃじょう  

愛知県道 460号 岩倉西停車場線 いわくらにしていしゃじょう 

愛知県道 461号 犬山自然公園線 いぬやましぜんこうえん  

愛知県道 462号 大藤永和停車場線おおふじえいわていしゃじょう 

愛知県道 463号 東浦停車場線 ひがしうらていしゃじょう  

愛知県道 464号 南粕谷半田線 みなみかすやはんだ  

（欠番） 半田碧南線、はんだへきなん 愛知県道 265号へ変更 

（欠番） 半田南知多公園線  愛知県道 7号に変更 

愛知県道 467号 半田環状線  はんだかんじょう  

愛知県道 468号 新舞子停車場線 しんまいこていしゃじょう  

愛知県道 469号 東浦阿久比線 ひがしうらあぐい  

愛知県道 470号 岩屋観音線  いわやかんのん  

（欠番） 宝来常滑線 ほうらいとこなめ 愛知県道 265号へ変更 

（欠番） 旧・碧海桜井停車場石井線 

    へきかいさくらいていしゃじょういしい  

愛知県道 473号 吉浜停車場線 よしはまていしゃじょう  

愛知県道 474号 三河高浜停車場線みかわたかはまていしゃじょう 

愛知県道 475号 北新川停車場線 きたしんかわていしゃじょう 

愛知県道 476号 一色港線  いっしきこう  

愛知県道 477号 東大見岡崎線 ひがしおおみおかざき  

愛知県道 478号 岡崎停車場線 おかざきていしゃじょう  

愛知県道 479号 熊味岡崎線  くまみおかざき  

愛知県道 480号 美合幸田線  みあいこうた  

（欠番） 江原幸田線  ２えわらこうた  国道 23 号

に変更 

（欠番） 岡崎環状線    愛知県道 26号へ変更 

愛知県道 483号 岡崎幸田線  おかざきこうた  

愛知県道 484号 牛地大多賀線 うしじおおたが  

愛知県道 485号 沢田御作線  さわだみつくり  

愛知県道 486号 木瀬富田線  きせとみだ  

愛知県道 487号 松平志賀中金線 まつだいらしがなかがね  

愛知県道 488号 三河豊田停車場大林線 

   みかわとよたていしゃじょうおおばやし  

愛知県道 489号 本地鴛鴨線  ほんじおしかも  

愛知県道 490号 笹戸小田木線 ささどおたぎ  

愛知県道 491号 豊田環状線  とよたかんじょう  

（欠番） 月瀬上矢作線  

   長野県道・愛知県道・岐阜県道 101号へ変更 

愛知県道 493号 西浦停車場線 にしうらていしゃじょう  

愛知県道 494号 形原港線  かたはらこう  

愛知県道 495号 宿谷川線  しゅくやがわ  

愛知県道 496号 白鳥豊橋線  しろとりとよはし  

愛知県道 497号 田原豊橋自転車道線  

     たはらとよはしじてんしゃどう  

愛知県道 498号 三蔵子一宮線 さんぞうごいちのみや  

愛知県道 499号 石巻萩平豊川線 いしまきはぎひらとよかわ 

（欠番） 東上豊川線 とうじょうとよかわ 愛知県道 21号へ変更 

愛知県道 501号 愛知御津停車場線 あいちみとていしゃじょう 

愛知県道 502号 豊橋環状線  とよはしかんじょう 

愛知県道 503号 六連杉山線  むつれすぎやま 

愛知県道 504号 御園浦川停車場線みそのうらかわていしゃじょう 

愛知県道 505号 渋川鳳来線  しぶかわほうらい 

愛知県道 506号 茶臼山線  ちゃうすやま 

愛知県道 507号 茶臼山高原設楽線（茶臼山高原道路） 

     ちゃうすやまこうげんしたら  

愛知県道 508号 内津勝川線  うつつかちがわ 

愛知県道 509号 新幹線三河安城停車場線 

   しんかんせんみかわあんじょうていしゃじょう 

愛知県道 510号 三河安城停車場線 

      みかわあんじょうていしゃじょう 

愛知県道 511号 武豊大府自転車道線 

      たけとよおおぶじてんしゃどう 

愛知県道 512号 給父稲沢線 きゅうぶいなざわ 

愛知県道 513号 一宮西中野線 いちのみやにしなかの 

愛知県道 514号 緒川停車場線 おがわていしゃじょう 

愛知県道 515号 高速名古屋小牧線（名古屋高速 11号小牧線） 

      こうそくなごやこまき 

愛知県道 516号 平和蟹江線  へいわかにえ 

愛知県道 517号 蟹江梅之郷線 かにえうめのごう 

愛知県道 518号 蜂須賀白浜線 はちすかしらはま 

愛知県道 519号 七郷一色名号線 ななさといっしきみょうごう 

愛知県道 520号 豊田東郷線  とよたとうごう 

愛知県道 521号 日進瀬戸線（名古屋瀬戸道路） にっしんせと 

愛知県道 522号 中部国際空港線 ちゅうぶこくさいくうこう 

愛知県道 523号 広久手八草線 ひろくてやくさ 

愛知県道 524号 門谷豊岡線（鳳来寺山パークウェイ）  

      かどやとよおか 

愛知県道 525号 蒲郡環状線（三河湾スカイライン） 

      がまごおりかんじょう 

愛知県道 526号 本宮山作手保永線（本宮山スカイライン） 

      ほんぐうさんつくでやすなが 

愛知県道 527号 本宮山作手白鳥線（本宮山スカイライン） 

      ほんぐうさんつくでしらとり 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R24:三重県道一覧 
 

三重県道 2号 伊賀青山線   

三重県道 3号 桑名大安線   

三重県道 4号 草津伊賀線    滋賀県道と共通 

三重県道 5号 北勢多度線   

三重県道 6号 四日市楠鈴鹿線   

三重県道 7号 水郷公園線   

三重県道 8号 四日市鈴鹿環状線   

三重県道 9号 四日市員弁線   

三重県道 10号 津関線   

三重県道 11号 四日市関線   

三重県道 12号 伊勢南勢線   

三重県道 13号 伊勢多気線   

三重県道 14号 菰野東員線   

三重県道 15号 久居美杉線   

三重県道 16号 南勢磯部線   

三重県道 17号 浜島阿児線   

三重県道 18号 桑名停車場線   

三重県道 19号 津停車場線   

三重県道 20号 松阪停車場線   

（欠番）    

三重県道 22号 伊勢南島線   

三重県道 23号 北方多度線    岐阜県道と共通 

三重県道 24号 松阪久居線   

三重県道 25号 南濃北勢線    岐阜県道と共通 

三重県道 26号 四日市多度線   
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三重県道 27号 神戸長沢線   

三重県道 28号 亀山白山線   

三重県道 29号 松阪青山線   

三重県道 30号 嬉野美杉線   

三重県道 31号 大台宮川線   

三重県道 32号 伊勢磯部線   

三重県道 33号 南島紀勢線   

三重県道 34号 七色峡線   

三重県道 35号 紀宝川瀬線   

（欠番）    

三重県道 37号 鳥羽松阪線   

三重県道 38号 伊勢大宮線   

三重県道 39号 青山美杉線   

三重県道 40号 熊野矢ノ川線   

三重県道 41号 亀山鈴鹿線   

三重県道 42号 津芸濃大山田線   

三重県道 43号 一志美杉線   

三重県道 44号 宮妻峡線   

三重県道 45号 合ヶ野松阪線   

三重県道 46号 南島大宮大台線   

三重県道 47号 鳥羽磯部線   

（欠番）    

三重県道 49号 甲南阿山伊賀線   滋賀県道と共通 

三重県道 50号 伊賀信楽線   

三重県道 51号 東湯舟甲賀線   滋賀県道と共通 

三重県道 52号 御浜北山線    和歌山県道と共通 

三重県道 53号 大台ヶ原線   

三重県道 54号 鈴鹿環状線   

三重県道 55号 久居河芸線   

三重県道 56号 上野大山田線   

三重県道 57号 上野名張線   

三重県道 58号 松阪一志線   

三重県道 59号 松阪第 2環状線   

三重県道 60号 伊勢松阪線   

三重県道 61号 磯部大王線   

三重県道 62号 御浜紀和線   

三重県道 63号 星川西別所線   

三重県道 64号 上海老茂福線   

三重県道 65号 度会玉城線   

三重県道 66号 四日市朝日線   

三重県道 67号 一志嬉野線   

三重県道 68号 紀勢インター線   

三重県道 69号 湾岸桑名インター線   

三重県道 70号 賀田港中山線   

（欠番）  71-79    

三重県道 80号 奈良名張線    奈良県道と共通 

三重県道 81号 名張曽爾線    奈良県道と共通 

三重県道 82号 上野南山城線 奈良県道・京都府道と共通 

（欠番）  100-101    

三重県道 102号 伊勢二見線   

三重県道 103号 四日市鈴鹿線   

（欠番）  104-105    

三重県道・岐阜県道 106号 桑名海津線   

岐阜県道・三重県道 107号 時下野尻線   

三重県道・愛知県道 108号 木曽岬弥富停車場線   

三重県道 109号 津停車場西線   

（欠番）  110-111    

三重県道 112号 磯部浜島線   

（欠番）    

三重県道 114号 上浜高茶屋久居線   

三重県道 115号 鈴鹿宮妻峡線   

（欠番）    

三重県道 117号 多度長島線   

三重県道 118号 津久居線   

三重県道 119号 松阪度会線   

（欠番）  120-124    

三重県道 125号 佐屋多度線  愛知県道・岐阜県道と共通 

三重県道 126号 養老公園庭田線   岐阜県道と共通 

（欠番）    

三重県道 128号      パールロード 

三重県道 129号 磯部大王自転車道線   

（欠番）  130-131    

三重県道 132号 甲南阿山線    滋賀県道と共通 

三重県道 133号 伊賀甲南線    滋賀県道と共通 

（欠番）  134-137    

三重県道 138号 信楽上野線    滋賀県道と共通 

（欠番）    

三重県道 140号 四日市菰野大安線   

三重県道 141号 鵜殿熊野線   

三重県道 142号 桑名東員線   

三重県道 143号 桑名川越線   

三重県道 144号 鈴鹿関線   

三重県道 145号 天花寺一志嬉野インター線   

三重県道 146号 伊賀大山田線   

三重県道 147号 松阪嬉野線   

三重県道 148号 御衣野北猪飼線   

三重県道 149号 御衣野下野代線   

三重県道 150号 前村野中線   

三重県道 151号 度会大宮線   

三重県道 152号 南勢浜島線   

三重県道 153号 依那具市部線   

三重県道 154号 依那具荒木線   

三重県道 155号 海山尾鷲港線   

三重県道 156号 飛鳥日浦線   

三重県道 157号 川原北勢インター線   

（欠番）    

三重県道 159号 三木里インター線   

三重県道 160号 多気八太線   

（欠番）  161-167    

三重県道 168号 立田長島インター線  愛知県道と共通 

三重県道 169号 玉城南勢線   

（欠番）  170-200    

三重県道 201号 宇治山田港伊勢市停車場線   

三重県道 202号 須賀利港相賀停車場線 

三重県道 203号 尾鷲港尾鷲停車場線 

三重県道 204号 木本港熊野市停車場線 

（欠番）  205-301  

三重県道 302号 亀山停車場石水渓線 

（欠番）  303-304  

三重県道 305号 観菩提寺線 

（欠番）  306-400  

三重県道 401号 桑名四日市線 

（欠番）  402-406  

三重県道 407号 三畑四日市線 

（欠番）  408-409  

三重県道 410号 草生窪田津線 

三重県道 411号 穴倉南神山津線 

（欠番）  

三重県道 413号 嬉野津線 

（欠番）  414-420  

三重県道 421号 勢和兄国松阪線 

（欠番）  422-423  

三重県道 424号 大宮宮川線 

（欠番）  425-427  

三重県道 428号 伊勢小俣松阪線 

三重県道 429号 佐原勢和松阪線 

（欠番）  500-501  

三重県道 502号 楠河原田線 

三重県道 503号 一志出家線 

三重県道 504号 桑名港線 

三重県道 505号 四日市港松原線 

三重県道 506号 鈴鹿港線 

三重県道 507号 千代崎港線 

三重県道 508号 津港線 

三重県道 509号 松阪港線 
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三重県道 510号 大淀港斎明線 

三重県道 511号 豊北港小俣線 

三重県道 512号 青山高原公園線 

（欠番）  

三重県道 514号 安乗港線 

三重県道 515号 波切港線 

三重県道 516号 長島港線 

（欠番）  

三重県道 518号 長島停車場線 

（欠番）  

三重県道 520号 富田停車場線 

（欠番）  521-524  

三重県道 525号 阿漕停車場線 

（欠番）  526-528  

三重県道 529号 多気停車場斎明線 

三重県道 530号 田丸停車場斎明線 

（欠番）  531-534  

三重県道 535号 栃原停車場線 

三重県道 536号 滝原停車場滝原線 

三重県道 537号 阿曽停車場線 

三重県道 538号 伊勢柏崎停車場線 

（欠番）  

三重県道 540号 相賀停車場線 

（欠番）  

三重県道 542号 市木停車場線 

三重県道 543号 赤目口停車場線 

（欠番）  544-545  

 

三重県道 546号 青山町停車場線 

（欠番）  547-548  

三重県道 549号 石橋停車場線 

三重県道 550号 豊津上野停車場線 

三重県道 551号 白子停車場線 

三重県道 552号 伊勢若松停車場線 

三重県道 553号 伊勢若松停車場神戸地子線 

（欠番）  

三重県道 555号 大泉東停車場線 

三重県道 556号 大泉東停車場北大社線 

三重県道 557号 楚原停車場線 

（欠番）  

三重県道 559号 菰野停車場線 

三重県道 560号 鈴鹿公園長沢線 

三重県道 561号 津海岸線 

（欠番）  

三重県道 563号 稲生山線 

三重県道 564号 鼓ヶ浦線 

三重県道 565号 亀山城跡線 

三重県道 566号 亀山城跡上野町線 

三重県道 567号 赤目滝線 

三重県道 568号 瑞巌寺庭園線 

三重県道 569号 蓮峡線 

（欠番）  570-571  

三重県道 572号 二木島港線 

三重県道 573号 阿曽浦港線 

三重県道 574号 九鬼港線 

三重県道 575号 香良洲公園島貫線 

三重県道 576号 宇治山田港線 

三重県道 577号 湯の山温泉線 

（欠番）  578-579  

三重県道 580号 白山小津線 

三重県道 581号 長島港古里線 

（欠番）  582-600  

三重県道 601号 本郷志礼石線 

三重県道 602号 登茂山公園線 

三重県道 603号 大杉谷海山線 

（欠番）  604-605  

三重県道 606号 鼎田辺線 

三重県道 607号 畑毛本郷線 

三重県道 608号 畑毛東貝野阿下喜線 

三重県道 609号 東貝野南中津原丹生川停車場線 

三重県道 610号 南中津原畑新田線 

三重県道 611号 大泉多度線 

三重県道 612号 多度東員線 

三重県道 613号 福島城南線 

三重県道 614号 篠立下野尻線 

三重県道 615号 西野尻垣内線 

三重県道 616号 田光四日市線 

三重県道 617号 田光梅戸井停車場線 

（欠番）  618-619  

三重県道 620号 平津菰野線 

三重県道 621号 永井保々停車場線 

三重県道 622号 小牧小杉線 

三重県道 623号 四日市東員線 

三重県道 624号 千草赤水線 

三重県道 625号 上海老高角線 

三重県道 626号 千草永井線 

（欠番）  627-628  

三重県道 629号 宮東日永線 

三重県道 630号 川島貝家線 

三重県道 631号 采女大治田線 

三重県道 632号 水沢本町采女線 

（欠番）  

三重県道 634号 小林鹿間線 

三重県道 635号 南堀江須賀線 

（欠番）  

三重県道 637号 辺法寺加佐登停車場線 

三重県道 638号 西庄内高塚線 

三重県道 639号 名越長明寺線 

（欠番）  

三重県道 641号 平野亀山線 

三重県道 642号 国府白子停車場線 

三重県道 643号 三行庄野線 

（欠番）  

三重県道 645号 上野鈴鹿線 

（欠番）  

三重県道 647号 白木西町線 

三重県道 648号 鈴鹿芸濃線 

三重県道 649号 亀山安濃線 

三重県道 650号 三宅一身田停車場線 

三重県道 651号 三行上野線 

三重県道 652号 栗真中山白塚停車場線 

三重県道 653号 草生曽根線 

（欠番）  654-656  

三重県道 657号 家所阿漕停車場線 

三重県道 658号 片田井戸久居線 

三重県道 659号 上稲葉羽野線 

三重県道 660号 平生庄田線 

三重県道 661号 二本木一志線 

三重県道 662号 藤大三停車場線 

三重県道 663号 二本木御衣田線 

三重県道 664号 垣内御城線 

（欠番）  

三重県道 666号 八知下多気一志線 

三重県道 667号 太郎生伊勢八知停車場線 

三重県道 668号 関大山田線 

三重県道 669号 大山田芸濃線 

三重県道 670号 城立青山線 

（欠番）  671-672  

三重県道 673号 上友田円徳院線 

三重県道 674号 河合丸柱線 

（欠番）  

三重県道 676号 寺田佐那具停車場線 

三重県道 677号 加太柘植線 

（欠番）  

三重県道 679号 川東佐那具線 
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三重県道 680号 高倉佐那具線 

（欠番）  681-682（欠番）  

三重県道 683号 枅川青山線 

（欠番）  684-685  

三重県道 686号 上野島ヶ原線 

三重県道 687号 治田山出線 

三重県道 688号 依那具山出線 

（欠番）  689-690  

三重県道 691号 名張青山線 

三重県道 692号 滝之原美旗停車場線 

三重県道 693号 蔵持霧生線 

三重県道 694号 布生夏見線 

三重県道 695号 奥津飯高線 

（欠番）  

三重県道 697号 三雲久居線 

三重県道 698号 津三雲線 

三重県道 699号 六軒鎌田線 

三重県道 700号 小片野駅部田線 

三重県道 701号 御麻生薗豊原線 

三重県道 702号 茅原丹生線 

（欠番）  

三重県道 704号 朝柄小片野線 

三重県道 705号 大淀東黒部松阪線 

三重県道 706号 東黒部早馬瀬線 

三重県道 707号 南藤原竹川線 

三重県道 708号 仁田多気停車場線 

三重県道 709号 相鹿瀬大台線 

三重県道 710号 飯南三瀬谷停車場線 

三重県道 711号 新田野原線 

（欠番）  

三重県道 713号 東大淀小俣線 

三重県道 714号 村松明野停車場線 

三重県道 715号 館町通線 

三重県道 716号 玉川小俣線 

三重県道 717号 岩出田丸線 

（欠番）  

三重県道 719号 伊勢路伊勢線 

三重県道 720号 横輪南勢線 

三重県道 721号 度会南勢線 

三重県道 722号 礫浦押淵線 

（欠番 ）  723-729  

三重県道 730号 檜山路南張線 

三重県道 731号 川合大宮線 

（欠番）  732-733  

三重県道 734号 矢口浦上里線 

（欠番）  735-736  

三重県道 737号 新鹿佐渡線 

三重県道 738号 神川五郷線 

三重県道 739号 上市木市木停車場線 

三重県道 740号 小船紀宝線 

（欠番）  741-744  

三重県道 745号 片野飯高線 

（欠番）  

三重県道 747号 打見大台線 

三重県道 748号 大湊宮町停車場線 

（欠番）  

三重県道 750号 阿児磯部鳥羽線 

三重県道 751号 三戸紀伊長島停車場線 

三重県道 752号 茶屋町湯の山停車場線 

三重県道 753号 平尾茶屋町線 

三重県道 754号 津香良洲線 

三重県道 755号 老ヶ野古田青山線 

三重県道 756号 松阪環状線 

三重県道 757号 辻原西町線 

三重県道 758号 檜原大内山線 

三重県道 759号 答志桃取線 

三重県道 760号 南浦海山線 

（欠番）  

三重県道 762号 朝明渓谷線 

（欠番）  763-764  

三重県道 765号 長尾板屋線 

三重県道 766号 多田ヶ瀬山居線 

三重県道 767号 種生奥鹿野線 

（欠番）    

三重県道 769号 中津浜浦五ヶ所浦線   

三重県道 770号 高奈上三瀬線   

（欠番）  771-774    

三重県道 775号 甲賀阿山線    滋賀県道と共通 

三重県道 776号 久居停車場津線   

三重県道 777号 松阪伊勢自転車道線   

三重県道 778号 中井浦九鬼線   

（欠番）    

三重県道 780号 熊野川紀和線   和歌山県道と共通 

三重県道 781号 都祁名張線    奈良県道と共通 

三重県道 782号 上笠間八幡名張線  奈良県道と共通 

三重県道 783号 土屋原飯高線   奈良県道と共通 

三重県道 784号 赤目掛線    奈良県道と共通 

三重県道 785号 山添桔梗が丘線   奈良県道と共通 

三重県道 786号 亀山関線   

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R25:滋賀県道一覧 
 

（欠番）  一般国道 1号との混同を避けるため 

滋賀県道 2号 大津能登川長浜線 

滋賀県道 3号 大津南郷宇治線 

滋賀県道 4号 草津伊賀線 

滋賀県道 5号 木津信楽線 

滋賀県道 6号 彦根停車場線 

滋賀県道 7号 大津停車場線 

（欠番）  一般国道 8号との混同を避けるため 

滋賀県道 9号 大河原北土山線 

滋賀県道 10号 長浜停車場線 

滋賀県道 11号 守山栗東線 

滋賀県道 12号 栗東信楽線 

滋賀県道 13号 彦根八日市甲西線 

滋賀県道 14号 近江八幡竜王線 

（欠番）  

滋賀県道 16号 大津信楽線 

滋賀県道 17号 多賀醒井線 

滋賀県道 18号 大津草津線 

滋賀県道 19号 山東一色線 

滋賀県道 20号 愛知川彦根線 

（欠番）  一般国道 21号との混同を避けるため 

滋賀県道 22号 竜王石部線 

滋賀県道 23号 小浜朽木高島線 

滋賀県道 24号 甲賀土山線 

滋賀県道 25号 彦根近江八幡線 

滋賀県道 26号 大津守山近江八幡線 

滋賀県道 27号 野洲甲西線 

滋賀県道 28号 湖東愛知川線 

滋賀県道 29号 瀬田大石東線 

滋賀県道 30号 下鴨大津線 

滋賀県道 31号 栗東志那中線 

滋賀県道 32号 野洲中主線 

滋賀県道 33号 西浅井余呉線 
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滋賀県道 34号 多賀永源寺線 

滋賀県道 35号 大津淀線 

滋賀県道 36号 大津宇治線 

滋賀県道 37号 中山東上坂線 

滋賀県道 38号 太田安井川線 

（欠番）  

滋賀県道 40号 山東本巣線 

滋賀県道 41号 土山蒲生近江八幡線 

滋賀県道 42号 草津守山線 

滋賀県道 43号 平野草津線 

滋賀県道 44号 木之本長浜線 

滋賀県道 45号 石原八日市線 

滋賀県道 46号 八日市蒲生線 

滋賀県道 47号 伊香立浜大津線 

滋賀県道 48号 近江八幡守山線 

滋賀県道 49号 甲南阿山伊賀線 

滋賀県道 50号 伊賀信楽線 

滋賀県道 51号 東湯舟甲賀線 

滋賀県道 52号 栗見八日市線 

滋賀県道 53号 牧甲西線 

滋賀県道 54号 海津今津線 

滋賀県道 55号 上砥山上鈎線 

滋賀県道 56号 大津インター線 

滋賀県道 57号 瀬田西インター線 

（欠番）  58-101 

滋賀県道 102号 大津湖岸線 

滋賀県道 103号 大津停車場本宮線 

滋賀県道 104号 石山停車場線 

（欠番）  

滋賀県道 106号 千町石山寺辺線 

（欠番）  

滋賀県道 108号 南郷桐生草津線 

滋賀県道 109号 不動寺本堂線 

（欠番）  110-112 

滋賀県道 113号 石部草津線 

（欠番）  114-115 

滋賀県道 116号 六地蔵草津線 

滋賀県道 117号 川辺御園線 

滋賀県道 118号 石部停車場線 

滋賀県道 119号 長寿寺本堂線 

（欠番）  

滋賀県道 121号 貴生川北脇線 

滋賀県道 122号 貴生川停車場線 

滋賀県道 123号 水口甲南線 

滋賀県道 124号 甲南停車場線 

（欠番）  

滋賀県道 126号 相模水口線 

滋賀県道 127号 小佐治甲南線 

滋賀県道 128号 杉谷嶬峨線 

滋賀県道 129号 南土山甲賀線 

滋賀県道 130号 岩室神線 

滋賀県道 131号 神上野線 

滋賀県道 132号 甲南阿山線 

滋賀県道 133号 伊賀甲南線 

滋賀県道 134号 上馬杉野尻線 

滋賀県道 135号 上馬杉上野線 

滋賀県道 136号 雲井停車場線 

滋賀県道 137号 信楽停車場線 

滋賀県道 138号 信楽上野線 

滋賀県道 139号 上石津多賀線 

滋賀県道 140号 敦賀柳ヶ瀬線 

滋賀県道 141号 山田草津線 

滋賀県道 142号 草津停車場線 

滋賀県道 143号 下笠大路井線 

（欠番）  

滋賀県道 145号 片岡栗東線 

滋賀県道 146号 欲賀守山甲線 

滋賀県道 147号 赤野井守山線 

（欠番）  148-149 

滋賀県道 150号 野洲停車場線 

滋賀県道 151号 守山中主線 

（欠番）  

滋賀県道 153号 幸津川服部線 

（欠番）  

滋賀県道 155号 木部野洲線 

滋賀県道 156号 守山停車場線 

滋賀県道 157号 高野守山線 

滋賀県道 158号 安養寺入町線 

（欠番）  159-163 

滋賀県道 164号 水口竜王線 

滋賀県道 165号 春日竜王線 

滋賀県道 166号 小口川守線 

（欠番）  

滋賀県道 168号 下羽田市辺線 

（欠番）  

滋賀県道 170号 高木八日市線 

（欠番）  171-174 

滋賀県道 175号 朝日野停車場線 

滋賀県道 176号 桜川西竜王線 

滋賀県道 177号 （欠番）[39] 

滋賀県道 178号 泉日野線 

滋賀県道 179号 山松尾線 

滋賀県道 180号 増田水口線 

（欠番）  

滋賀県道 182号 西明寺水口線 

滋賀県道 183号 日野徳原線[41] 

（欠番）  184-186 

滋賀県道 187号 黒川山中線 

滋賀県道 188号 相谷原杣線 

滋賀県道 189号 甲津畑山上線 

（欠番）  190-191 

滋賀県道 192号 福堂今線 

滋賀県道 193号 新海上稲葉線 

滋賀県道 194号 柳川能登川線 

（欠番）  

滋賀県道 196号 三津屋野口線 

滋賀県道 197号 八坂高宮線 

滋賀県道 198号 安土停車場桑実寺本堂線 

滋賀県道 199号 下豊浦鷹飼線 

（欠番）  

滋賀県道 201号 安土西生来線 

滋賀県道 202号 佐生五個荘線 

滋賀県道 203号 佐生今線 

滋賀県道 204号 稲枝沢線 

滋賀県道 205号 賀田山安食西線 

滋賀県道 206号 神郷彦根線 

滋賀県道 207号 橋向東沼波線 

滋賀県道 208号 小脇西生来線 

滋賀県道 209号 八日市五個荘線 

滋賀県道 210号 五個荘停車場線 

滋賀県道 211号 八日市停車場線 

（欠番）  

滋賀県道 213号 湖東彦根線 

滋賀県道 214号 愛知川停車場線 

（欠番）  

滋賀県道 216号 雨降野今在家八日市線 

滋賀県道 217号 外八日市線 

滋賀県道 218号 横溝秦荘線 

滋賀県道 219号 豊郷停車場線 

滋賀県道 220号 松尾寺豊郷線 

滋賀県道 221号 目加田湖東線 

滋賀県道 222号 北落豊郷線 

滋賀県道 223号 高宮停車場線 

滋賀県道 224号 多賀高宮線 

滋賀県道 225号 多賀停車場線 

滋賀県道 226号 佐目敏満寺線 
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滋賀県道 227号 敏満寺野口線 

（欠番）  

滋賀県道 229号 百済寺甲上岸本線 

（欠番）  230-232 

滋賀県道 233号 米原停車場線 

滋賀県道 234号 朝妻筑摩近江線 

滋賀県道 235号 世継宇賀野線 

滋賀県道 236号 長浜港線 

（欠番）  237-238 

滋賀県道 239号 水谷彦根線 

滋賀県道 240号 樋口岩脇線 

（欠番）  

滋賀県道 242号 加田田村線 

滋賀県道 243号 東上坂近江線 

滋賀県道 244号 大野木志賀谷長浜線 

（欠番）  

滋賀県道 246号 大鹿寺倉線 

滋賀県道 247号 能登瀬岩脇線 

滋賀県道 248号 天満一色線 

滋賀県道 249号 柏原停車場線 

（欠番）  

滋賀県道 251号 祇園八幡中山線 

滋賀県道 252号 南浜山本高月線 

（欠番）  

滋賀県道 254号 川道唐国線 

滋賀県道 255号 早崎湖北線 

滋賀県道 256号 香花寺曽根線 

（欠番）  

滋賀県道 258号 速水片山線 

滋賀県道 259号 西阿閉東物部線 

（欠番）  

滋賀県道 261号 磯野木之本線 

滋賀県道 262号 （欠番） 

滋賀県道 263号 丁野虎姫長浜線 

滋賀県道 264号 高山長浜線 

滋賀県道 265号 郷野湖北線 

（欠番）  266-267 

滋賀県道 268号 伊吹山上野線 

（欠番）  269-270 

滋賀県道 271号 佐野長浜線 

滋賀県道 272号 国友曽根線 

滋賀県道 273号 東野虎姫線 

滋賀県道 274号 虎姫停車場線 

滋賀県道 275号 三川月ヶ瀬線 

滋賀県道 276号 小室大路線 

滋賀県道 277号 谷口高畑線 

滋賀県道 278号 上山田八日市線 

滋賀県道 279号 落川高月線 

滋賀県道 280号 井口高月線 

滋賀県道 281号 川合千田線 

（欠番）  

滋賀県道 283号 中之郷停車場線 

滋賀県道 284号 杉本余呉線 

滋賀県道 285号 中河内木之本線 

滋賀県道 286号 大浦沓掛線 

滋賀県道 287号 小荒路牧野沢線 

（欠番）  288-290 

滋賀県道 291号 今津停車場線 

滋賀県道 292号 （欠番） 

滋賀県道 293号 中野新旭線 

滋賀県道 294号 五番領安井川線 

滋賀県道 295号 市場野田鴨線 

滋賀県道 296号 畑勝野線 

滋賀県道 297号 安曇川高島線 

滋賀県道 298号 常磐木音羽線 

（欠番）  

滋賀県道 300号 高島停車場線 

滋賀県道 301号 藁園熊野本線 

（欠番）  

滋賀県道 303号 北船木北畑線 

滋賀県道 304号 北船木勝野線 

滋賀県道 305号 南船木西万木線 

滋賀県道 306号 四津川鴨線 

滋賀県道 307号 北小松大物線 

（欠番）  308-310 

滋賀県道 311号 途中志賀線 

（欠番）  

滋賀県道 313号 仰木本堅田線 

（欠番）  

滋賀県道 315号 仰木雄琴線 

滋賀県道 316号 比叡山線 

（欠番）  317-318 

滋賀県道 319号 竹生島線 

滋賀県道 320号 （欠番） 

滋賀県道 321号 荒川蓬莱線 

滋賀県道 322号 比良山線 

滋賀県道 323号 今浜水保線 

滋賀県道 324号 希望が丘文化公園北線 

滋賀県道 325号 希望が丘文化公園南線 

滋賀県道 326号 大房東横関線 

滋賀県道 327号 湖東八日市線 

滋賀県道 328号 五個荘八日市線 

滋賀県道 329号 彦根米原線 

滋賀県道 330号 甲良多賀線 

滋賀県道 331号 湖北長浜線 

滋賀県道 332号 木之本高月線 

滋賀県道 333号 安曇川今津線 

滋賀県道 334号 多羅尾神山線 

滋賀県道 335号 今津マキノ線 

滋賀県道 336号 塩津浜飯浦線 

滋賀県道 337号 柑子塩野線 

（欠番）  338-339 

滋賀県道 340号 甲賀土山インター線 

滋賀県道 341号 信楽インター線 

滋賀県道 342号 草津田上インター線 

滋賀県道 343号 甲南インター線 

滋賀県道 344号 湖東三山インター線 

滋賀県道 345号 志賀インター線 

（欠番）  346-500 

滋賀県道 501号 安養寺虎姫線 

滋賀県道 502号 近江八幡停車場線 

（欠番）  

滋賀県道 504号 小島野洲線 

（欠番）  505-506 

滋賀県道 507号 鮎河猪鼻線 

滋賀県道 508号 中里山上日野線 

滋賀県道 509号 間田長浜線 

滋賀県道 510号 伊部近江線 

滋賀県道 511号 栗見新田安土線 

滋賀県道 512号 葛籠尾崎塩津線 

滋賀県道 513号 葛籠尾崎大浦線 

滋賀県道 514号 飯浦大音線 

（欠番）  515-516 

滋賀県道 517号 彦根港彦根停車場線 

滋賀県道 518号 彦根城線 

滋賀県道 519号 菖蒲線 

（欠番）  520-521 

滋賀県道 522号 田代上朝宮線 

（欠番）  

滋賀県道 524号 桜川西中在寺線 

滋賀県道 525号 西明寺安部居線 

滋賀県道 526号 伊庭円山線 

（欠番）  

滋賀県道 528号 彦根環状線 

滋賀県道 529号 小田苅愛知川線 
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（欠番）  

滋賀県道 531号 藤川春照線 

滋賀県道 532号 余呉湖線 

滋賀県道 533号 白谷野口線 

滋賀県道 534号 藺生日置前線 

滋賀県道 535号 泉水口線 

（欠番）  

滋賀県道 537号 山名坂線 

滋賀県道 538号 和野嶬峨線 

滋賀県道 539号 岩室北土山線 

滋賀県道 540号 下駒月水口線 

滋賀県道 541号 綾戸東川線 

滋賀県道 542号 安食西八目線 

滋賀県道 543号 高宮北落線 

滋賀県道 544号 大堀多賀線 

滋賀県道 545号 延勝寺速水線 

滋賀県道 546号 野瀬下山田線 

滋賀県道 547号 西柳野高月線 

（欠番）  

滋賀県道 549号 大野名坂線 

（欠番）  

滋賀県道 551号 山東伊吹線 

滋賀県道 552号 （欠番） 

滋賀県道 553号 今簗瀬線 

（欠番）  554-555 

滋賀県道 556号 長浜近江線 

滋賀県道 557号 西浅井マキノ線 

滋賀県道 558号 高島大津線 

滋賀県道 559号 近江八幡大津線 

（欠番）  560-599 

滋賀県道 600号 近江八幡安土能登川自転車道線 

滋賀県道 601号 守山大津志賀自転車道線 

（欠番）  602-774 

滋賀県道 775号 甲賀阿山線 

（欠番）  776-780 

滋賀県道 781号 醍醐大津線 

滋賀県道 782号 宇治田原大石東線 

滋賀県道 783号 麻生古屋梅ノ木線 
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R26:京都府道一覧 
 

京都府道 1号 小浜綾部線  

京都府道 2号 宮津養父線  

京都府道 3号 大津南郷宇治線  

京都府道 4号 笠置山添線       奈良県と統一 

京都府道 5号 木津信楽線  

京都府道 6号 枚方亀岡線       大阪府と統一 

京都府道 7号 京都宇治線  

京都府道 8号 福知山綾部線  

京都府道 9号 綾部大江宮津線  

京都府道 10号 大山崎大枝線  

京都府道 11号 香美久美浜線      兵庫県と統一 

京都府道 12号 綾部宮島線  

京都府道 13号 京都守口線       大阪府と統一 

京都府道 14号 大阪高槻京都線      大阪府と統一 

京都府道 15号 宇治淀線  

京都府道 16号 宮津野田川線  

京都府道 17号 網野峰山線  

京都府道 18号 （欠番）  

京都府道 19号 園部平屋線  

京都府道 20号 網野久美浜線  

京都府道 21号 舞鶴野原港高浜線     福井県と統一 

京都府道 22号 八幡木津線  

京都府道 23号 東舞鶴停車場線  

京都府道 24号 福知山停車場線  

京都府道 25号 亀岡園部線  

京都府道 26号 京丹波三和線  

京都府道 27号 池辺京田線  

京都府道 28号 小倉西舞鶴線  

京都府道 29号 宇多野嵐山山田線  

京都府道 30号 下鴨大津線       滋賀県と統一 

京都府道 31号 西陣杉坂線  

京都府道 32号 下鴨京都停車場線  

京都府道 33号 奈良笠置線       奈良県と統一 

京都府道 34号 綾部美山線  

京都府道 35号 大津淀線  

京都府道 36号 大津宇治線  

京都府道 37号 二条停車場東山三条線  

京都府道 38号 京都広河原美山線  

（欠番）   

京都府道 40号 下鴨静原大原線  

（欠番）   

（欠番）   

京都府道 43号 豊中亀岡線       大阪府と統一 

京都府道 44号 奈良加茂線  

京都府道 45号 舞鶴宮津線  

京都府道 46号 茨木亀岡線  

京都府道 47号 天理加茂木津線  

（欠番）  

京都府道 49号 久美浜湊宮浦明線 

京都府道 50号 京都日吉美山線 

京都府道 51号 舞鶴和知線 

京都府道 52号 奈良精華線 

京都府道 53号 網野岩滝線 

京都府道 54号 園部能勢線 

京都府道 55号 舞鶴福知山線 

京都府道 56号 但東夜久野線 

京都府道 57号 弥栄本庄線 

（欠番）  

京都府道 59号 市島和知線 

（欠番）  

京都府道 61号 京都京北線 

京都府道 62号 宇治木屋線 

京都府道 63号 山東大江線 

（欠番）  

京都府道 65号 生駒井手線 

京都府道 66号 志高西舞鶴線 

京都府道 67号 西京高槻線 

京都府道 68号 南インター竹田線 

京都府道 69号 城陽宇治線 

京都府道 70号 上狛城陽線 

京都府道 71号 枚方山城線 

京都府道 72号 生駒精華線 

京都府道 73号 宮前千歳線 

京都府道 74号 舞鶴綾部福知山線 

京都府道 75号 浜丹後線 

京都府道 76号 野田川大宮線 

京都府道 77号 綾部インター線 

京都府道 78号 佐々江下中線 

京都府道 79号 伏見柳谷高槻線 

京都府道 80号 日吉京丹波線  

京都府道 81号 八幡宇治線  

京都府道 82号 上野南山城線      奈良県と統一 

（欠番）  83-96  
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京都府道 97号 篠山三和線  

（欠番）  98-100  

 京都市道   

京都府道 181号 京都環状線  

京都府道 182号 蹴上高野線  

京都府道 183号 衣笠宇多野線  

京都府道 184号 宇多野吉祥院線  

京都府道 185号 勧修寺日ノ岡線  

京都府道 186号 嵐山祇園線  

京都府道 187号 鹿ヶ谷嵐山線  

京都府道 188号 観月橋横大路線  

（欠番）  189-200  

 一般府道  

京都府道 101号 銀閣寺宇多野線 

京都府道 102号 嵐山西院線 

京都府道 103号 上賀茂山端線 

京都府道 104号 高野修学院山端線 

京都府道 105号 岩倉山端線 

京都府道 106号 神山岩倉停車場線 

京都府道 107号 雲ケ畑下杉坂線 

京都府道 108号 草生上野線 

京都府道 109号 福知山山南線 

京都府道 110号 久多広河原線 

京都府道 111号 二条停車場円町線 

京都府道 112号 二条停車場嵐山線 

京都府道 113号 梅津東山七条線 

京都府道 114号 七条大宮四ツ塚線 

京都府道 115号 伏見港京都停車場線 

京都府道 116号 渋谷山科停車場線 

京都府道 117号 小野山科停車場線 

京都府道 118号 勧修寺今熊野線 

京都府道 119号 稲荷停車場線 

京都府道 120号 伏見停車場線 

京都府道 121号 丹波橋停車場線 

京都府道 122号 久美浜気比線 

京都府道 123号 水垂上桂線 

京都府道 124号 三栖向納所線 

京都府道 125号 淀停車場線 

京都府道 126号 新町淀停車場線 

京都府道 127号 日野薬師線 

京都府道 128号 六地蔵停車場線 

京都府道 129号 花園停車場大将軍線 

京都府道 130号 花園停車場御室線 

京都府道 131号 花園停車場広隆寺線 

京都府道 132号 太秦上桂線 

京都府道 133号 嵯峨野西梅津線 

京都府道 134号 嵐山停車場線 

京都府道 135号 嵯峨嵐山停車場線 

京都府道 136号 大覚寺平岡線 

京都府道 137号 清滝鳥居本線 

京都府道 138号 神護寺線 

京都府道 139号 桂停車場線 

京都府道 140号 灰方中山線 

京都府道 141号 小塩山大原野線 

京都府道 142号 沓掛西大路五条線 

京都府道 143号 四ノ宮四ツ塚線 

（欠番）  144-180 

 乙訓（旧向日町地方振興局）  

京都府道 201号 中山稲荷線 

京都府道 202号 伏見向日線 

京都府道 203号 志水西向日停車場線 

京都府道 204号 奥海印寺納所線 

京都府道 205号 中山向日線 

京都府道 206号 向日町停車場線 

京都府道 207号 上久世石見上里線 

京都府道 208号 向日善峰線 

京都府道 209号 長法寺向日線 

京都府道 210号 開田長岡京停車場線 

京都府道 211号 下植野長岡京線 

京都府道 212号 下植野大山崎線 

京都府道 213号 長岡京停車場線 

（欠番）  214-240 

 山城北（旧宇治地方振興局）  

京都府道 241号 向島宇治線 

京都府道 242号 二尾木幡線 

京都府道 243号 木幡停車場線 

京都府道 244号 万福寺線 

京都府道 245号 黄檗停車場線 

京都府道 246号 宇治停車場線 

京都府道 247号 宇治公園線 

京都府道 248号 平等院線 

京都府道 249号 宇治小倉停車場線 

京都府道 250号 新田停車場線 

京都府道 251号 富野荘八幡線 

京都府道 252号 寺田水主線 

京都府道 253号 富野荘停車場線 

京都府道 254号 長池停車場線 

京都府道 255号 山城青谷停車場線 

京都府道 256号 山城総合運動公園城陽線 

（欠番）  257-280 

 山城北（旧田辺地方振興局）  

京都府道 281号 八幡城陽線 

京都府道 282号 内里城陽線 

京都府道 283号 奥山田射場線 

京都府道 284号 八幡京田辺インター線 

（欠番）  285-320 

 山城南（旧木津地方振興局）  

京都府道 321号 和束井手線 

京都府道 322号 上狛停車場線 

京都府道 323号 木津停車場線 

京都府道 324号 木津加茂線 

京都府道 325号 笠置公園線 

京都府道 326号 けいはんな記念公園木津線 

京都府道 327号 相楽台相楽線 

京都府道 328号 相楽台桜が丘線 

（欠番）  329-360 

 京都市内・南丹（旧京北地方振興局）  

京都府道 361号 上黒田貴船線 

京都府道 362号 愛宕弓槻線 

京都府道 363号 宮ノ辻神吉線 

京都府道 364号 中地日吉線 

京都府道 365号 中地熊田線 

京都府道 366号 塔下弓削線 

京都府道 367号 常照寺上台線 

京都府道 368号 和泉宮脇線 

京都府道 369号 八原田上弓削線 

京都府道 370号 佐々里井戸線 

（欠番）  371-400 

 南丹（旧亀岡地方振興局）  

京都府道 401号 嵯峨亀岡線 

京都府道 402号 王子並河線 

京都府道 403号 亀岡停車場線 

京都府道 404号 亀岡停車場追分線 

京都府道 405号 郷ノ口余部線 

京都府道 406号 西条風ノ口線 

京都府道 407号 東掛小林線 

京都府道 408号 郷ノ口室河原線 

京都府道 409号 千代川停車場線 

（欠番）  410-440 

 南丹（旧園部地方振興局）  

京都府道 441号 八木停車場線 

京都府道 442号 園部停車場線 

京都府道 443号 佐々江京北線 

京都府道 444号 桧山須知線 

京都府道 445号 富田胡麻停車場線 

京都府道 446号 豊田富田線 
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京都府道 447号 上野水原線 

京都府道 448号 和知停車場線 

（欠番）  元 本庄和知停車場線 

京都府道 450号 広野綾部線 

京都府道 451号 吉富八木線 

京都府道 452号 長谷八木線 

京都府道 453号 大河内口八田線 

京都府道 454号 竹井室河原線 

京都府道 455号 八木東インター線 

（欠番）  456-480 

 中丹東（旧綾部地方振興局）  

京都府道 481号 上杉和知線 

京都府道 482号 山家停車場線 

京都府道 483号 安場田野線 

京都府道 484号 淵垣上八田線 

京都府道 485号 物部梅迫停車場線 

京都府道 486号 篠田七百石線 

京都府道 487号 老富舞鶴線 

京都府道 488号 小貝豊里線 

京都府道 489号 小西西坂線 

京都府道 490号 物部西舞鶴線 

京都府道 491号 金河内地頭線 

京都府道 492号 私市大江線 

京都府道 493号 西坂蓼原線 

京都府道 494号 綾部大江線 

（欠番）  495-520 

 中丹西（旧福知山地方振興局）  

京都府道 521号 上川合猪鼻線 

京都府道 522号 三俣綾部線 

京都府道 523号 福知山停車場篠尾線 

京都府道 524号 石原停車場戸田線 

京都府道 525号 石原多保市線 

京都府道 526号 談夜久野線 

京都府道 527号 筈巻牧線 

京都府道 528号 下野条上川口停車場線 

京都府道 529号 大呂下天津線 

京都府道 530号 桑村雲原線 

京都府道 531号 上夜久野停車場線 

京都府道 532号 二俣三河線 

京都府道 533号 内宮地頭線 

（欠番）  534-560 

 中丹東（旧舞鶴地方振興局）  

京都府道 561号 田井中田線 

京都府道 562号 金剛院線 

京都府道 563号 松尾寺停車場線 

京都府道 564号 松尾吉坂線 

京都府道 565号 余部下舞鶴港線 

京都府道 566号 西舞鶴停車場線 

京都府道 567号 地頭四所停車場線 

京都府道 568号 念仏峠線 

京都府道 569号 東雲停車場線 

京都府道 570号 西方寺岡田由里線 

京都府道 571号 西神崎上東線 

（欠番）  572-600 

 丹後（旧宮津地方振興局）  

京都府道 601号 由良金ヶ岬上福井線 

京都府道 602号 丹後由良停車場線 

京都府道 603号 新宮中村線 

京都府道 604号 栗田停車場線 

京都府道 605号 栗田半島線 

京都府道 606号 宮津停車場線 

京都府道 607号 天の橋立線 

京都府道 608号 温江加悦線 

（欠番）  元 加悦停車場線 

（欠番）  元 温江明石線 

（欠番）  元 須津加悦線 

（欠番）  元 亀山四辻停車場線 

京都府道 613号 下地与謝野停車場線 

京都府道 614号 岩滝口停車場線 

京都府道 615号 弓ノ木岩滝線 

京都府道 616号 笠松公園線 

京都府道 617号 上延利線 

京都府道 618号 上世屋内山線 

京都府道 619号 中波見里波見線 

京都府道 620号 奥波見岩ヶ鼻線 

京都府道 621号 下世屋本庄線 

京都府道 622号 伊根港線 

京都府道 623号 本庄浜本庄宇治線 

京都府道 624号 本庄港線 

京都府道 625号 岩ヶ鼻須川線 

京都府道 626号 野田川加悦線 

（欠番）  627-650 

 丹後（旧峰山地方振興局）  

京都府道 651号 大宮岩滝線 

京都府道 652号 久僧伊根線 

京都府道 653号 碇網野線 

京都府道 654号 井辺平線 

京都府道 655号 味土野大宮線 

京都府道 656号 間人大宮線 

京都府道 657号 明田京丹後大宮停車場線 

京都府道 658号 久住河辺線 

京都府道 659号 二箇河辺線 

（欠番）  元 峰山停車場荒山線（→京丹後市道） 

（欠番）  元 峰山停車場線（→京丹後市道） 

京都府道 662号 溝谷内記線 

京都府道 663号 掛津峰山線 

京都府道 664号 橋木鳥取線 

京都府道 665号 浜詰網野線 

京都府道 666号 岡田浦明線 

京都府道 667号 夕日ヶ浦木津温泉停車場線 

京都府道 668号 野中小天橋停車場線 

京都府道 669号 芦原甲山線 

京都府道 670号 久美浜停車場線 

京都府道 671号 尉ヶ畑布袋野線 

京都府道 672号 間人港線 

京都府道 673号 浅茂川下岡線 

（欠番）  674-700 

 兵庫県越境路線  

京都府道 701号 加悦但東線 

京都府道 702号 篠山京丹波線 

京都府道 703号 永留豊岡線 

京都府道 704号 鱒留但東線 

京都府道 705号 中藤加悦線 

京都府道 706号 町分久美浜線 

京都府道 707号 小坂青垣線 

京都府道 708号 岩崎市島線 

京都府道 709号 中山綾部線 

京都府道 710号 本郷辻線 

京都府道 711号 遠方瑞穂線 

（欠番）  712-730 

 大阪府越境路線  

京都府道 731号 天王亀岡線 

京都府道 732号 亀岡能勢線 

京都府道 733号 柚原向日線 

京都府道 734号 柳谷島本線 

京都府道 735号 長尾八幡線 

京都府道 736号 交野久御山線 

（欠番）  737-750 

 奈良県越境路線  

京都府道 751号 木津平城線 

京都府道 752号 高田東鳴川線 

京都府道 753号 月ヶ瀬今山線 

京都府道 754号 木津横田線 

（欠番）  755-770 

 福井県越境路線  
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京都府道 771号 名田庄綾部線 

京都府道 772号 高浜舞鶴線 

（欠番）  773-780 

 滋賀県越境路線  

京都府道 781号 麻生古屋梅ノ木線 

京都府道 782号 醍醐大津線 

京都府道 783号 宇治田原大石東線 

（欠番）  784-800 

 自転車道  

京都府道 801号 京都八幡木津自転車道線 

京都府道 802号 田井大垣自転車道線 

京都府道 803号 加悦岩滝自転車道線 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R27:大阪府道一覧 
 

大阪府道 1号 茨木摂津線 元・大阪内環状線、現・国道 479号 

大阪府道 2号 大阪中央環状線  

（欠番）  元・園部能勢線、現・54号 

大阪府道 4号 茨木能勢線、 元・池田亀岡線 

大阪府道 5号 大阪港八尾線、 元・川西園部線 

大阪府道 6号 枚方亀岡線  

大阪府道 7号 枚方大和郡山線 元・豊中亀岡線 

大阪府道 8号 大阪生駒線 元・茨木亀岡線 

大阪府道 9号 箕面池田線  

大阪府道 10号 大阪池田線  

大阪府道 11号 大阪国際空港線  

大阪府道 12号 堺大和高田線 元・伊丹豊中線、現・99号 

大阪府道 13号 京都守口線  

大阪府道 14号 大阪高槻京都線  

大阪府道 15号 八尾茨木線  

大阪府道 16号 大阪高槻線 

大阪府道 17号 枚方高槻線 

大阪府道 18号 枚方交野寝屋川線 

大阪府道 19号 茨木寝屋川線 

大阪府道 20号 枚方富田林泉佐野線 

大阪府道 21号 八尾枚方線 

（欠番）  元・枚方大和郡山線、現・7号 

（欠番）  元・大阪生駒線、現・8号 

大阪府道 24号 大阪東大阪線 

（欠番）  元・堺大和高田線、現・12号 

大阪府道 26号 大阪狭山線 

大阪府道 27号 柏原駒ヶ谷千早赤阪線 

大阪府道 28号 大阪高石線 

大阪府道 29号 大阪臨海線 

大阪府道 30号 大阪和泉泉南線 

大阪府道 31号 堺羽曳野線 

大阪府道 32号 美原太子線  

大阪府道 33号 富田林太子線  

大阪府道 34号 堺狭山線  

大阪府道 35号 堺富田林線  

大阪府道 36号 泉大津美原線  

（欠番）  元・堺かつらぎ線、現・61号  

大阪府道 38号 富田林泉大津線 元・和泉富田林線 

大阪府道 39号 岸和田港塔原線 元・泉大津粉河線 

大阪府道 40号 岸和田牛滝山貝塚線  

大阪府道 41号 大阪伊丹線 元・泉佐野打田線、現・62号 

大阪府道 42号 住吉八尾線 元・泉佐野岩出線、現・63号 

大阪府道 43号 豊中亀岡線 元・岬加太港線、現・65号 

（欠番）  44-45  

大阪府道 46号 茨木亀岡線  

（欠番）  47-53  

大阪府道 54号 園部能勢線  

（欠番）  55-60 

大阪府道 61号 堺かつらぎ線 

大阪府道 62号 泉佐野打田線 

大阪府道 63号 泉佐野岩出線 

大阪府道 64号 和歌山貝塚線 

大阪府道 65号 岬加太港線 

（欠番）  

大阪府道 67号 西京高槻線 

（欠番）  68-70 

大阪府道 71号 枚方山城線 

（欠番）  72-78 

大阪府道 79号 伏見柳谷高槻線 

（欠番）  80-98 

大阪府道 99号 伊丹豊中線 

（欠番）  

（欠番）  尼崎池田線 

 大阪市道の 14路線、カッコ内は主な通称名  

A   赤川天王寺線（上町筋） 

B   大阪環状線（都島通-今里筋-南港通） 

C   上新庄生野線（城北筋） 

D   九条梅田線 

E   四天王寺巽線（勝山通） 

F   築港深江線（中央大通） 

G   天神橋天王寺線（天神橋筋-松屋町筋） 

H   中津太子線（城北公園通） 

I   浪速鶴町線（大浪通-大正通） 

J   難波境川線（千日前通） 

K   南北線（四つ橋筋） 

L   浜口南港線（住之江通） 

M   福島桜島線（北港通） 

N   福町浜町線（姫島通） 

 一般府道（大阪府内）  

大阪府道 101号 大和田千舟線 元・天王亀岡線、現・731号 

大阪府道 102号 恵美須南森町線 元・島能勢線、現・602号 

（欠番）  元・能勢猪名川線、現・603号  

大阪府道 104号 宿野下田線  

（欠番）  元・亀岡能勢線、現・732号  

大阪府道 106号 吉野下田尻線  

（欠番）  元・野間出野一庫線、現・604号  

（欠番）  元・国崎野間口線、現・605号  

大阪府道 109号 余野車作線  

大阪府道 110号 余野茨木線  

（欠番）  元・柚原向日町線、現・733号  

大阪府道 112号 絹延橋停車場線 兵庫県と越境 

大阪府道 113号 伊丹池田線 兵庫県と越境 

大阪府道 114号 忍頂寺福井線  

大阪府道 115号 萩谷西五百住線  

大阪府道 116号 豊能池田線 元・伏見柳谷高槻線、現・79号 

（欠番）  元・柳谷島本線、現・734号 

大阪府道 118号 桜井停車場線 

大阪府道 119号 箕面摂津線 

大阪府道 120号 山田上小野原線 

大阪府道 121号 吹田箕面線 

（欠番）  元・道祖本摂津線 

（欠番）  元・樫原高槻線 

（欠番）  元・桜井駅跡線 

大阪府道 125号 安満前島線 

大阪府道 126号 総持寺停車場線 

大阪府道 127号 摂津富田停車場線 

（欠番）  元・高槻停車場線 

大阪府道 129号 南千里茨木停車場線 

大阪府道 130号 高槻市停車場線 
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大阪府道 131号 岡町停車場線 

大阪府道 132号 高槻茨木線 

大阪府道 133号 鳥飼八丁富田線 

大阪府道 134号 熊野大阪線 

大阪府道 135号 豊中摂津線 

大阪府道 136号 茨木停車場線 

（欠番）  元・曽根停車場線 

大阪府道 138号 三島江茨木線 

大阪府道 139号 枚方茨木線 

（欠番）  元・長尾八幡線、現・735号 

（欠番）  元・西宮豊中線、現・606号 

大阪府道 142号 正雀停車場線 

大阪府道 143号 沢良宜東千里丘停車場線 

大阪府道 144号 杉田口禁野線 

大阪府道 145号 豊中吹田線 

（欠番）  元・交野久御山線、現・736号 

大阪府道 147号 正雀一津屋線 

大阪府道 148号 木屋交野線 

大阪府道 149号 木屋門真線 

（欠番）  元・吹田停車場線 

大阪府道 151号 相川停車場線 

大阪府道 152号 庄本牛立線 

（欠番）  元・枚方山城線、現・71号 

大阪府道 154号 私市太秦線 

大阪府道 155号 北大日竜田線 

大阪府道 156号 金田門真停車場線 

大阪府道 157号 星田停車場線 

大阪府道 158号 守口門真線 

大阪府道 159号 平野守口線 

大阪府道 160号 四條畷停車場線 

大阪府道 161号 深野南寺方大阪線 

大阪府道 162号 大東四條畷線 

大阪府道 163号 野崎停車場線 

（欠番）  元・中垣内南田原線、現・701号 

（欠番）  元・住道停車場線 

大阪府道 166号 鴻池新田停車場線 

大阪府道 167号 鴻池新田停車場鴻池線 

大阪府道 168号 石切大阪線 

（欠番）  元・大阪枚岡奈良線、現・702号） 

大阪府道 170号 枚岡停車場線 

（欠番）  元・河内小阪停車場線 

大阪府道 172号 布施停車場線 

大阪府道 173号 大阪八尾線 

大阪府道 174号 八尾道明寺線 

（欠番）  元・服部川久宝寺線 

（欠番）  元・近鉄八尾停車場線 

大阪府道 177号 東高安停車場線 

大阪府道 178号 八尾停車場線 

大阪府道 179号 住吉八尾線 

（欠番）  元・加美旭町久宝寺線 

大阪府道 181号 山本黒谷線 

大阪府道 182号 柏村南本町線 

大阪府道 183号 本堂高井田線 

大阪府道 184号 柏原停車場大県線 

（欠番）  元・柏原停車場線 

大阪府道 186号 大阪羽曳野線 

大阪府道 187号 大堀堺線 

大阪府道 188号 郡戸大堀線 

大阪府道 189号 道明寺停車場線 

大阪府道 190号 西藤井寺線 

大阪府道 191号 島泉伊賀線 

大阪府道 192号 我堂金岡線 

（欠番）  元・香芝太子線 

（欠番）  元・阪和堺市停車場線 

大阪府道 195号 堺港線 

（欠番）  元・竹内河南線 

大阪府道 197号 深井畑山宿院線 

大阪府道 198号 河内長野美原線 

大阪府道 199号 西鳳東線 

大阪府道 200号 上河内富田林線 

大阪府道 201号 甘南備川向線 

大阪府道 202号 森屋狭山線 

大阪府道 203号 富田林狭山線 

大阪府道 204号 堺阪南線 

（欠番）  元・石津川停車場線 

大阪府道 206号 石津川停車場石津線 

（欠番）  元・富田林五條線 

大阪府道 208号 堺泉北環状線 

大阪府道 209号 東阪三日市線 

大阪府道 210号 平尾鳳停車場線 

大阪府道 211号 中津原寺元線 

大阪府道 212号 浜寺公園停車場線 

大阪府道 213号 羽衣停車場線  

大阪府道 214号 河内長野千早城跡線  

大阪府道 215号 別所草部線  

大阪府道 216号 和田福泉線  

大阪府道 217号 大野天野線  

大阪府道 218号 河内長野かつらぎ線 和歌山県と越境 

大阪府道 219号 信太高石線  

大阪府道 220号 高石停車場線  

大阪府道 221号 加賀田片添線  

（欠番）  元・信太山停車場線  

大阪府道 223号 

（欠番）  元・泉大津停車場線  

大阪府道 225号 大津港線  

大阪府道 226号 父鬼和気線  

大阪府道 227号 和気岸和田線  

大阪府道 228号 槇尾山仏並線  

大阪府道 229号 田治米忠岡線  

大阪府道 230号 春木岸和田線  

大阪府道 231号 春木大町線  

（欠番）  元・和泉大宮停車場線  

（欠番）  元・塔原岸城線  

（欠番）  元・東岸和田停車場線  

（欠番）  元・岸和田停車場線  

（欠番）  元・岸和田港線  

大阪府道 237号 東貝塚停車場線  

（欠番）  元・貝塚停車場線  

大阪府道 239号 水間和泉橋本停車場線  

大阪府道 240号 和泉橋本停車場線  

大阪府道 241号 泉佐野熊取線 元・貝塚熊取線 

（欠番）  元・二色浜公園線  

（欠番）  元・布施屋貝塚線  

（欠番）  元・鶴原停車場貝田線  

（欠番）  元・鶴原停車場線 

（欠番）  元・熊取停車場線 

大阪府道 247号 土丸栄線 

大阪府道 248号 日根野羽倉崎線 

 

大阪府道 249号 泉佐野停車場線 

大阪府道 250号 鳥取吉見泉佐野線 

大阪府道 251号 新家田尻線 

大阪府道 252号 大苗代岡田浦停車場線 

大阪府道 253号 岡田浦停車場線 

大阪府道 254号 和泉砂川停車場線 

大阪府道 255号 樽井停車場樽井線 

大阪府道 256号 東鳥取南海線 

（欠番）  元・自然田鳥取荘停車場線 

大阪府道 258号 尾崎停車場線 

大阪府道 259号 淡輪停車場線 

（欠番）  元・木ノ本岬線 

大阪府道 261号 自然田鳥取線 

（欠番）  262-400 

（欠番）  元・杉生能勢線 

（欠番）  元・川尻吉川線 
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（欠番）  元・大岩上河原線 

（欠番）  404-600 

 兵庫県との越境路線  

大阪府道 601号 杉生能勢線 

大阪府道 602号 島能勢線 

大阪府道 603号 能勢猪名川線 

大阪府道 604号 野間出野一庫線 

大阪府道 605号 国崎野間口線 

大阪府道 606号 西宮豊中線 

（欠番）  607-700 

 奈良県との越境路線  

大阪府道 701号 中垣内南田原線 

大阪府道 702号 大阪枚岡奈良線 

大阪府道 703号 香芝太子線 

大阪府道 704号 竹内河南線 

大阪府道 705号 富田林五條線 

（欠番）  706-730 

 京都府との越境路線  

大阪府道 731号 天王亀岡線 

大阪府道 732号 亀岡能勢線 

大阪府道 733号 柚原向日線 

大阪府道 734号 柳谷島本線 

大阪府道 735号 長尾八幡線 

大阪府道 736号 交野久御山線 

（欠番）  737-750 

 和歌山県との越境路線  

大阪府道 751号 木ノ本岬線 

大阪府道 752号 和歌山阪南線） 

（欠番）  753-800  

 自転車道   

大阪府道 801号 大阪吹田自転車道線  

大阪府道 802号 八尾河内長野自転車道線  

大阪府道 803号 旭西淀川自転車道線  

大阪府道 804号 北河内自転車道線  

 自動車専用道 阪神高速道路の路線には府道番号はない 

   高速大阪西宮線 （3号神戸線） 

   高速湾岸線 （4号湾岸線・5号湾岸線） 

   高速大和川線 （6号大和川線） 

   高速大阪池田線 （1号環状線・11号池田線） 

   高速大阪守口線 （12号守口線） 

   高速大阪東大阪線  

       （13号東大阪線・16号大阪港線） 

   高速大阪松原線 （14号松原線） 

   高速大阪堺線 （15号堺線） 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R28:兵庫県道一覧 
 

兵庫県道 1号 日高竹野線     現国道 426号線 

兵庫県道 2号 宮津養父線     旧：宮津八鹿線 

兵庫県道 3号 豊岡瀬戸線       旧：豊岡港線 

兵庫県道 4号 香住村岡線  

兵庫県道 5号 姫路上郡線      姫上（ひめかみ）線 

兵庫県道 6号 養父宍粟線     旧：八鹿山崎線 

兵庫県道 7号 青垣柏原線  

兵庫県道 8号 加美宍粟線  

兵庫県道 9号 豊岡竹野線  

兵庫県道 10号 朝来出石線    旧：和田山出石線 

兵庫県道 11号 香美久美浜線   旧：香住久美浜線 

兵庫県道 12号 川西篠山線   愛称：猪名川渓谷ライン 

兵庫県道 13号 尼崎池田線      産業道路 

兵庫県道 14号 本竜野停車場線  

兵庫県道 15号 神戸三田線      有馬街道 

兵庫県道 16号 明石神戸宝塚線  

    六甲山区間は愛称サンセットドライブウェイ 

兵庫県道 17号 西脇三田線  

兵庫県道 18号 加古川小野線  

兵庫県道 19号 加古川高砂線  

兵庫県道 20号 加古川三田線  

兵庫県道 21号 神戸明石線     旧神明道路 

兵庫県道 22号 神戸三木線 三木街道） 

兵庫県道 23号 三木宍粟線     旧：三木山崎線 

兵庫県道 24号 多可北条線       旧：中北条線 

兵庫県道 25号 阿万福良湊線    旧：南淡西淡線 

兵庫県道 26号 宍粟新宮線     旧：山崎新宮線 

兵庫県道 27号 太子御津線  

兵庫県道 28号 上郡末広線    旧：上郡三日月線 

兵庫県道 29号 網干たつの線    旧：網干竜野線 

兵庫県道 30号 新神戸停車場線     愛称フラワーロード 

兵庫県道 31号 福良江井岩屋線  

兵庫県道 32号 坂越御崎加里屋線  

兵庫県道 33号 塩瀬宝塚線  

兵庫県道 34号 西脇八千代市川線  

（欠番）   

兵庫県道 36号 西脇篠山線  

兵庫県道 37号 三田後川上線  

兵庫県道 38号 三木三田線  

兵庫県道 39号 一宮生野線  

兵庫県道 40号 （欠番）  

兵庫県道 41号 大阪伊丹線  

兵庫県道 42号 尼崎宝塚線        尼宝線 

兵庫県道 43号 高砂北条線  

兵庫県道 44号 相生宍粟線     旧：相生山崎線 

兵庫県道 45号 芦屋停車場線  

兵庫県道 46号 洲本五色線  

兵庫県道 47号 浜坂井土線     旧：浜坂温泉線 

兵庫県道 48号 大屋波賀線     旧：大屋波賀線 

兵庫県道 49号 三田篠山線  

兵庫県道 50号 但馬空港線  

兵庫県道 51号 宝塚唐櫃線      有馬街道 

兵庫県道 52号 小部明石線  

兵庫県道 53号 宍粟下徳久線    旧：山崎南光線 

兵庫県道 54号 西脇停車場線  

兵庫県道 55号 伊丹停車場線  

兵庫県道 56号 但東夜久野線  

兵庫県道 57号 尼崎港線  

兵庫県道 58号 西宮停車場線  

兵庫県道 59号 市島和知線  

兵庫県道 60号 明石停車場線  

兵庫県道 61号 加古川停車場線  

兵庫県道 62号 姫路港線  

兵庫県道 63号 山東大江線  

兵庫県道 64号 相生停車場線  

兵庫県道 65号 神戸加古川姫路線  

兵庫県道 66号 大谷鮎原神代線    旧：津名五色三原線 

兵庫県道 67号 姫路神河線    旧：姫路大河内線 

兵庫県道 68号 川西三田線  

兵庫県道 69号 春日栗柄線  

兵庫県道 70号 十二所澤線  

兵庫県道 71号 富島久留麻線    旧：北淡東浦線 

兵庫県道 72号 若桜下三河線    旧：若桜南光線 

兵庫県道 73号 山田三田線  

兵庫県道 74号 尼崎停車場線  

兵庫県道 75号 小野藍本線  

兵庫県道 76号 洲本灘賀集線    旧：洲本南淡線 
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兵庫県道 77号 篠山山南線  

兵庫県道 78号 丹波加美線     旧：氷上加美線 

兵庫県道 79号 高砂加古川加西線  

兵庫県道 80号 宍粟香寺線     旧：山崎香寺線 

兵庫県道 81号 小野香寺線  

兵庫県道 82号 大沢西宮線  

兵庫県道 83号 平野三木線  

兵庫県道 84号 宗佐土山線  

兵庫県道 85号 神戸加東線       旧：神戸社線 

兵庫県道 86号 多可柏原線       旧：中柏原線 

兵庫県道 87号 関宮小代線     旧：関宮美方線 

兵庫県道 88号 志筑郡家線     旧：津名一宮線 

兵庫県道 89号 村岡小代線     旧：村岡美方線 

兵庫県道 90号 赤穂佐伯線  

兵庫県道 91号 はりま東条インター線  

兵庫県道 92号 三田西インター線  

兵庫県道 93号 竜野西インター線  

兵庫県道 94号 丹南篠山口インター線  

兵庫県道 95号 灘三田線  

兵庫県道 96号 岡山赤穂線  

兵庫県道 97号 篠山三和線     旧：丹南三和線 

兵庫県道 98号       有馬山口線 

兵庫県道 99号       伊丹豊中線 

兵庫県道 100号       大阪池田線 

（欠番）  101-102  

兵庫県道 103号 若桜湯村温泉線    旧：若桜温泉線 

兵庫県道 104号 物部藪崎線  

（欠番）  105-108  

兵庫県道 109号 福知山山南線  

（欠番）  110-112  

兵庫県道 113号 伊丹池田線  

兵庫県道 114号 西宮宝塚線  

（欠番） 115-116  

兵庫県道 117号 豊富北条線  

兵庫県道 118号 小野志方線  

兵庫県道 119号 千谷蕪島線       旧：国道 9号 

兵庫県道 120号 たつの竜野停車場線  旧：竜野竜野停車場線 

兵庫県道 121号 たつの相生線    旧：竜野相生線 

兵庫県道 122号 久美浜気比線  

兵庫県道 123号 生穂育波線     旧：津名北淡線 

兵庫県道 124号 宮原力万線     旧：宮原上月線 

兵庫県道 126号 松帆八木線     旧：西淡三原線 

兵庫県道 127号 浜坂港浜坂停車場線  

兵庫県道 128号 居組港居組停車場線  

兵庫県道 129号 別府港加古川停車場線  

兵庫県道 130号 多田停車場多田院線  

兵庫県道 131号 中山寺停車場中山寺線  

（欠番）   

兵庫県道 133号 網干停車場新舞子線  

（欠番）   

兵庫県道 135号 村岡竹野線  

兵庫県道 136号 浅野山東線  

（欠番）   

兵庫県道 138号 追入市島線  

兵庫県道 139号 山南多可線 旧：山南中線 

兵庫県道 140号 長安寺篠山線  

兵庫県道 141号 黒石三田線  

兵庫県道 142号 米谷昆陽尼崎線  

兵庫県道 143号 加美八千代線  

兵庫県道 144号 西脇口吉川神戸線  

兵庫県道 145号 下滝野市川線    旧：滝野市川線 

（欠番）  146-147  

兵庫県道 148号 大久保稲美加古川線  

兵庫県道 149号 （欠番）  

兵庫県道 150号 （欠番）  

兵庫県道 151号 （欠番） 

（欠番）  152-153 

兵庫県道 154号 千種新宮線 

（欠番）  154-155 

（欠番） 

兵庫県道 157号 佐野仁井岩屋線 

（欠番）  

兵庫県道 159号 津居山港線 

兵庫県道 160号 奥野コウノトリの郷停車場線 

兵庫県道 161号 市場佐用線 

兵庫県道 162号 江原停車場線 

兵庫県道 163号 柴山停車場線 

兵庫県道 164号 香住港線 

兵庫県道 165号 香住停車場線 

兵庫県道 166号 鎧停車場線 

兵庫県道 167号 浜坂停車場線 

兵庫県道 168号 諸寄停車場線 

兵庫県道 169号 八鹿停車場線 

兵庫県道 170号 丹波竹田停車場線 

兵庫県道 171号 黒井停車場線 

兵庫県道 172号 石生停車場線 

（欠番） 

兵庫県道 174号 本黒田停車場線 

（欠番） 175-178 

兵庫県道 179号 丹波大山停車場線 

兵庫県道 180号 篠山口停車場線 

兵庫県道 181号 古市停車場線 

兵庫県道 182号 相野停車場線 

兵庫県道 183号 広野停車場線 

（欠番）  

兵庫県道 185号 絹延橋停車場線 

兵庫県道 186号 花屋敷停車場線 

兵庫県道 187号 雲雀丘停車場線  

兵庫県道 188号 宝塚停車場線  

兵庫県道 189号 阪急伊丹停車場線  

      旧：京阪神急行伊丹停車場線 

兵庫県道 190号 塚口停車場線  

兵庫県道 191号 尼崎停車場西川線  

兵庫県道 192号 尼崎港崇徳院線  

兵庫県道 193号 西宮港線  

（欠番）   

兵庫県道 195号 岡場停車場線  

兵庫県道 196号 五社停車場線  

兵庫県道 197号 鈴蘭台停車場線  

兵庫県道 198号 東灘停車場線  

兵庫県道 199号 須磨停車場線  

兵庫県道 200号 垂水停車場線  

兵庫県道 201号 明石港線  

兵庫県道 202号 林崎港線  

兵庫県道 203号 滝野停車場線 

兵庫県道 204号 社町停車場線 

兵庫県道 205号 小野町停車場線 

兵庫県道 206号 法華山線 

兵庫県道 207号 厄神停車場線 

兵庫県道 208号 二見港土山線 

兵庫県道 209号 鶴林寺線 

兵庫県道 210号 高砂港線 

（欠番）  

兵庫県道 212号 曽根停車場線 

兵庫県道 213号 長谷停車場線 

兵庫県道 214号 鶴居停車場線 

兵庫県道 215号 甘地停車場線 

兵庫県道 216号 仁豊野停車場線 

（欠番）  

兵庫県道 218号 西田原姫路線 

兵庫県道 219号 姫路停車場線 

兵庫県道 220号 余部停車場線 

（欠番）  

 

兵庫県道 222号 網干港線 
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兵庫県道 223号 播磨新宮停車場線 

（欠番）  

兵庫県道 225号 播磨徳久停車場線 

（欠番）  

兵庫県道 227号 坂越停車場線 

（欠番）  

兵庫県道 229号 赤穂港線 

兵庫県道 230号 江井港線 

兵庫県道 231号 都志港線 

兵庫県道 232号 西明石停車場線 

（欠番） 

兵庫県道 234号 湊港線 

兵庫県道 235号 阿万港線 

兵庫県道 236号 上郡停車場線 

兵庫県道 237号 鳴門観潮線 

（欠番）  

兵庫県道 239号 下宮六地蔵線 

兵庫県道 240号 下庄佐用線 

兵庫県道 241号 （欠番） 

兵庫県道 242号 辻福田線 

（欠番）  243-246 

兵庫県道 247号 口小野矢根線 

兵庫県道 248号 香住大谷線 

兵庫県道 249号 府市場伏線 

兵庫県道 250号 藤井上石線 

兵庫県道 251号 赤花薬王寺線 

兵庫県道 252号 佐々木小谷線 

兵庫県道 253号 寺坂柳線 

（欠番）   

兵庫県道 255号 上村養父線  

兵庫県道 256号 三川下岡線  

兵庫県道 257号 山田新温泉線  

兵庫県道 258号 山田日高線  

兵庫県道 259号 耀山日高線  

兵庫県道 260号 三尾浜坂線  

兵庫県道 261号 赤崎久谷停車場線  

兵庫県道 262号 岸田諸寄線  

兵庫県道 263号 竹田指坑線  

（欠番）   

兵庫県道 265号 丸味竹田線     旧：丸味温泉線 

兵庫県道 266号 川会入江線  

兵庫県道 267号 日影養父線     旧：日影八鹿線 

兵庫県道 268号 十戸養父線     旧：十戸八鹿線 

兵庫県道 269号 福岡出合線  旧：福岡関宮線→福岡養父線 

（欠番）  

兵庫県道 271号 朝倉養父停車場線 

兵庫県道 272号 宮垣八木線 

兵庫県道 273号 金浦和田山線 

兵庫県道 274号 岡田林垣線 

兵庫県道 275号 粟鹿早田線 

兵庫県道 276号 檜倉山東線 

兵庫県道 277号 溝黒竹田線 

（欠番）  

兵庫県道 279号 森大屋線 

（欠番）  280-281 

兵庫県道 282号 沼市島線 

兵庫県道 283号 絹山市島線 

兵庫県道 284号 多利多田線 

 

 

兵庫県道 285号 賀茂春日線 

（欠番）  286-288 

兵庫県道 289号 東中下板井線  

兵庫県道 290号 稲畑柏原線  

兵庫県道 291号 奥野々氷上線  

兵庫県道 292号 下立杭柏原線  

兵庫県道 293号 門村山南線  

兵庫県道 294号 黒田庄多井田線   旧：黒田庄滝野線 

兵庫県道 295号 八千代中線  

兵庫県道 296号 中安田市原線  

兵庫県道 297号 津万井西田線  

（欠番）   

兵庫県道 299号 大沢新東吹線  

兵庫県道 300号 本郷藤坂線  

兵庫県道 301号 本郷東浜谷線  

（欠番）   

兵庫県道 303号 市野々西野々線  

兵庫県道 304号 泉八上新線  

兵庫県道 305号 瀬利八上上線  

兵庫県道 306号 池上杉線  

（欠番）   

兵庫県道 308号 曽地中三田線  

兵庫県道 309号 福住三田線  

兵庫県道 310号 上本荘藍本線  

兵庫県道 311号 上鴨川木津線  

（欠番）   

兵庫県道 313号 平木南山線 旧：平木東条線 

兵庫県道 314号 大川瀬吉川線  

兵庫県道 315号 下相野森線 旧：下相野東条線 

兵庫県道 316号 広野永福線 旧：広野東条線 

（欠番）  317-318  

兵庫県道 319号 下佐曽利笹尾線  

（欠番）  320-322  

兵庫県道 323号 上佐曽利木器線  

兵庫県道 324号 切畑猪名川線  

兵庫県道 325号 切畑多田院線  

（欠番）   

兵庫県道 327号 切畑道場線  

（欠番）  328-330  

兵庫県道 331号 姥ヶ茶屋伊丹線  

兵庫県道 332号 山本伊丹線  

兵庫県道 333号 寺本川西線  

兵庫県道 334号 寺本伊丹線  

兵庫県道 335号 中野中筋線  

兵庫県道 336号 東富松御願塚線  

兵庫県道 337号 生瀬門戸荘線   旧：塩瀬門戸荘線 

兵庫県道 338号 高田久々知線  

兵庫県道 339号 昭和東本町線  

兵庫県道 340号 浜甲子園甲子園口停車場線  

兵庫県道 341号 甲子園尼崎線  

兵庫県道 342号 甲子園六湛寺線  

兵庫県道 343号 今津港津門大箇線  

兵庫県道 344号 奥山精道線  

兵庫県道 345号 本山本庄線  

兵庫県道 346号 郷の瀬野村線  

兵庫県道 347号 和布西脇線  

兵庫県道 348号 野村野村停車場線  

兵庫県道 349号 市場多井田線    旧：市場滝野線 

兵庫県道 350号 松尾青野ヶ原停車場線  

兵庫県道 351号 大門小田線  

兵庫県道 352号 住吉住永線  

兵庫県道 353号 大畑小野線  

兵庫県道 354号 淡河吉川線  

兵庫県道 355号 楠原三木線  

兵庫県道 356号 上荒川三田線  

兵庫県道 357号 定塚四軒茶屋線  

（欠番）  358-359  

兵庫県道 360号 正法寺三木停車場線  

（欠番）  361-364  

兵庫県道 365号 上福原佐用線  

兵庫県道 366号 有瀬大蔵線  

兵庫県道 367号 岩屋生野線  

兵庫県道 368号 吉永下徳久線    旧：吉永南光線 

兵庫県道 369号 大和北条停車場線  

兵庫県道 370号 野上河高線     旧：野上滝野線 
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兵庫県道 371号 高岡北条線  

 

兵庫県道 372号 山下飾東線  

兵庫県道 373号 大柳仁豊野線  

兵庫県道 374号 下来住平荘線  

兵庫県道 375号 平荘市場線  

（欠番）   

兵庫県道 377号 野村明石線  

兵庫県道 378号 六分一神出線 

兵庫県道 379号 岩岡魚住線 

兵庫県道 380号 江井ヶ島大久保停車場線 

兵庫県道 381号 野谷平岡線 

兵庫県道 382号 本荘平岡線 

兵庫県道 383号 八幡別府線 

兵庫県道 384号 平荘大久保線 

兵庫県道 385号 高田上郡線 

兵庫県道 386号 野口尾上線 

兵庫県道 387号 平荘魚橋線 

兵庫県道 388号 飾東宝殿停車場線 

兵庫県道 389号 志方魚橋線 

兵庫県道 390号 神吉船頭線 

兵庫県道 391号 伊保宝殿停車場線 

兵庫県道 392号 伊保阿弥陀線 

兵庫県道 393号 生石宝殿停車場線 

（欠番）  

兵庫県道 395号 曽根魚橋線 

兵庫県道 396号 豊富御国野線 

兵庫県道 397号 花田御着停車場線 

兵庫県道 398号 花田野里線 

兵庫県道 399号 大塩別所線 

（欠番）  

兵庫県道 401号 中島姫路停車場線 

兵庫県道 402号 白浜姫路停車場線 

（欠番）  

兵庫県道 404号 長谷市川線 

兵庫県道 405号 甘地福崎線 

兵庫県道 406号 田口福田線 

兵庫県道 407号 前之庄市川線 

兵庫県道 408号 霧滝村岡線 

兵庫県道 409号 久畑香呂線 

兵庫県道 410号 中寺北条線 

兵庫県道 411号 山之内莇野姫路線 

（欠番）  

兵庫県道 413号 護持下伊勢線 

兵庫県道 414号 田寺今在家線 

兵庫県道 415号 和久今宿線 

（欠番）  

兵庫県道 417号 広畑青山線 

兵庫県道 418号 付城細江線 

兵庫県道 419号 才広畑線 

兵庫県道 420号 石倉太子線 

兵庫県道 421号 大江島太子線 

（欠番）  

兵庫県道 423号 西脇誉田線 

兵庫県道 424号 上太田鵤線 

兵庫県道 425号 宮真浦線 

兵庫県道 426号 網手の浜加野線 

兵庫県道 427号 坊勢島線 

兵庫県道 428号 森添三方線 

兵庫県道 429号 岩野辺山崎線 

兵庫県道 430号 東河内安富線 

（欠番）  

兵庫県道 432号 宇原新宮線 

兵庫県道 433号 塩田三日月線 

兵庫県道 434号 上笹千本停車場線 

兵庫県道 435号 上伊勢誉田線 

兵庫県道 436号 大住寺東觜崎停車場線 

兵庫県道 437号 東觜崎網干停車場線 

（欠番）  438-439 

兵庫県道 440号 桑原北山揖保川線 

兵庫県道 441号 中島揖保川線 

兵庫県道 442号 岩見揖保川線 

兵庫県道 443号 上三河平福線  

兵庫県道 444号 中三河佐用線  

（欠番）  445-448  

兵庫県道 449号 多賀相生線  

兵庫県道 450号 野桑有年停車場線  

兵庫県道 451号 西新宿上郡線  

（欠番）  452-456  

兵庫県道 457号 高雄有年横尾線  

兵庫県道 458号 壷根坂越線  

兵庫県道 459号 周世尾崎線  

兵庫県道 460号 野島浦線  

（欠番）   

兵庫県道 462号 仁井黒谷線  

兵庫県道 463号 室津志筑線     旧：室津津名線 

兵庫県道 464号 尾崎志筑線     旧：尾崎津名線 

兵庫県道 465号 多賀洲本線  

兵庫県道 466号 鮎原江井線     旧：鮎原一宮線 

兵庫県道 467号 木曽上中田線  

兵庫県道 468号 明神安乎線  

兵庫県道 469号 上内膳塩尾線   旧：上内膳津名線 

兵庫県道 470号 倭文五色線  

兵庫県道 471号 安乎鮎原線  

兵庫県道 472号 鳥飼浦洲本線  

兵庫県道 473号 広田洲本線  

兵庫県道 474号 下内膳物部線  

（欠番）   

兵庫県道 476号 津井津井港線  

兵庫県道 477号 阿那賀市線    旧：阿那賀三原線 

兵庫県道 478号 市八木線  

（欠番）  478-479  

兵庫県道 481号 相川下清水線  

兵庫県道 482号 沼島線  

（欠番）  483-486 

兵庫県道 487号 平野舞子停車場線 

兵庫県道 488号 長坂垂水線 

兵庫県道 489号 兵庫埠頭線 

（欠番）  

兵庫県道 491号 摩耶埠頭線 

（欠番）  492-501 

兵庫県道 502号 英賀保停車場線 

兵庫県道 503号 姫路木材港線 

兵庫県道 504号 雪彦山線 

兵庫県道 505号 新宮林田線 

兵庫県道 506号 市野瀬有馬線 

兵庫県道 507号 島川原線 

兵庫県道 508号 瀬利小田中線 

兵庫県道 509号 桑原栗柄線 

兵庫県道 510号 万勝寺久留美線 

（欠番）   

兵庫県道 512号 新田大沢線  

兵庫県道 513号 三木環状線  

兵庫県道 514号 志染土山線  

兵庫県道 515号 小原宝殿停車場線  

兵庫県道 516号 姫路環状線  

兵庫県道 517号 妻鹿花田線  

兵庫県道 518号 砥堀本町線  

兵庫県道 519号 菅生澗林田線  

兵庫県道 520号 大沢岩野辺線  

兵庫県道 521号 道谷三方線  

兵庫県道 522号 名坂宍粟線     旧：名坂山崎線 

兵庫県道 523号 塩田一宮線  

兵庫県道 524号 才金宗行線  

兵庫県道 525号 周世有年原線  
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兵庫県道 526号 与布土桑市線  

兵庫県道 527号 畑宮田線  

兵庫県道 528号 寺坂福住線  

兵庫県道 529号 八代石井線  

（欠番）   

兵庫県道 531号 茅野福岡線  

兵庫県道 532号 朝阪山南線  

兵庫県道 533号 （欠番）  

兵庫県道 534号 畑田組栄町線  

兵庫県道 535号 灘市線       旧：灘三原線 

兵庫県道 536号 口小野庄境線  

兵庫県道 537号 田井中広瀬線  

兵庫県道 538号 籠坊温泉線  

兵庫県道 539号 東播磨港線  

兵庫県道 540号 飾磨港線  

兵庫県道 541号 神池寺線  

（欠番）   

兵庫県道 543号 上宿栃梨線  

兵庫県道 544号 丸山南新町線  

兵庫県道 545号 石倉玉田線  

兵庫県道 546号 上ノ波賀線  

兵庫県道 547号 横坂下徳久線    旧：横坂南光線 

兵庫県道 548号 戸島玄武洞豊岡線  

兵庫県道 549号 久斗山今岡線  

兵庫県道 550号 熊谷味取線  

兵庫県道 551号 国分寺白浜線  

兵庫県道 552号 北原八家線  

兵庫県道 553号 別府平岡線  

兵庫県道 554号 姫路明石自転車道線  

兵庫県道 555号 曽根阿弥陀線  

兵庫県道 556号 後山上石井線  

兵庫県道 557号 大津西有年線  

兵庫県道 558号 天谷佐田線  

兵庫県道 559号 門柳大門線 

（欠番）  

兵庫県道 561号 湯谷和田線 

兵庫県道 562号 佐用停車場線 

兵庫県道 563号 神出山田自転車道線 

兵庫県道 564号 厚利社線 

（欠番）  

兵庫県道 566号 上鴨川西脇線 

兵庫県道 567号 東古瀬穂積線 

兵庫県道 568号 相生壷根公園線 

兵庫県道 569号 加古川右岸自転車道線 

兵庫県道 570号 有馬富士公園線 

（欠番）  

兵庫県道 572号 播磨中央自転車道線 

兵庫県道 573号 芦屋鳴尾浜線 

（欠番）   574-600 

兵庫県道 601号 杉生能勢線  

兵庫県道 602号 島能勢線  

兵庫県道 603号 能勢猪名川線  

兵庫県道 604号 野間出野一庫線  

兵庫県道 605号 国崎野間口線  

兵庫県道 606号 西宮豊中線  

（欠番）  607-700  

兵庫県道 701号 加悦但東線  

兵庫県道 702号 篠山京丹波線   旧：篠山丹波線 

兵庫県道 703号 永留豊岡線  

兵庫県道 704号 鱒留但東線  

兵庫県道 705号 中藤加悦線  

兵庫県道 706号 町分久美浜線  

兵庫県道 707号 小坂青垣線  

兵庫県道 708号 岩崎市島線  

兵庫県道 709号 中山綾部線  

兵庫県道 710号 本郷辻線  

兵庫県道 711号 遠方瑞穂線  

兵庫県道 712号 床瀬神鍋高原線  

兵庫県道 713号 豊岡日高線  

兵庫県道 714号 大屋関宮線  

兵庫県道 715号 竜泉那波線  

兵庫県道 716号 玉野倉谷線  

兵庫県道 717号 一乗寺法華口線  

兵庫県道 718号 明石高砂線 旧浜国道 

兵庫県道 719号 三田西インター吉川線  

兵庫県道 720号 テクノパーク三田線  

兵庫県道 721号 川西インター線  

兵庫県道 722号 東灘芦屋線  

兵庫県道 723号 加古川北インター線  

 

兵庫県道 724号 姫路新宮線  

兵庫県道 725号 門前鵤線      旧：国道 2号 

兵庫県道 726号 播磨新宮インター線  

 

兵庫県道 727号 豊岡インター線  

 都市高速道路[無番号]   

   高速大阪西宮線 阪神高速 3号神戸線 

   高速神戸西宮線 阪神高速 3号神戸線 

   高速湾岸線 阪神高速 5号湾岸線 

   高速北神戸線 阪神高速 7号北神戸線 

   高速大阪池田線 阪神高速 11号池田線 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R29:奈良県道一覧 
 

奈良県道 1号 奈良生駒線  

（欠番）       →県道 8号  

（欠番）       →県道 82号 

奈良県道 4号 笠置山添線    京都府道と共通 

奈良県道 5号 大和高田斑鳩線  

（欠番）       →県道 702号 

奈良県道 7号 枚方大和郡山線   大阪府道と共通 

奈良県道 8号 大阪生駒線    大阪府道と共通 

奈良県道 9号 奈良大和郡山斑鳩線  

（欠番）  天理桜井線    →国道 169号 

（欠番）  大和高田王寺線   →国道 168号 

奈良県道 12号 堺大和高田線  

   大阪府道と共通、県内全線国道 165号と重複 

（欠番）  河内長野五條線   →現国道 310号 

奈良県道 14号 桜井田原本王寺線  

奈良県道 15号 桜井明日香吉野線  

奈良県道 16号 吉野東吉野線  

（欠番）       →国道 370号 

（欠番）       →県道 28号 

（欠番）       →国道 309号 

奈良県道 20号 下市宗桧線  

奈良県道 21号 大峯山公園線  

（欠番）22-24   

奈良県道 25号 月瀬針線  

（欠番）       →県道 80号 

（欠番）       →県道 52号 

奈良県道 28号 吉野室生寺針線  

（欠番）       →国道 425号 

奈良県道 30号 御所香芝線  

奈良県道 31号 榛原菟田野御杖線  

（欠番）       →国道 425号 

奈良県道 33号 奈良笠置線    京都府道と共通 

（欠番）   
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奈良県道 35号 橿原高取線  

奈良県道 36号 天理王寺線  

奈良県道 37号 桜井吉野線  

奈良県道 38号 桜井都祁線  

奈良県道 39号 五條吉野線  

奈良県道 40号 大台ケ原公園川上線  

奈良県道 41号 奈良大和郡山線  

（欠番）42-43   

奈良県道 44号 奈良加茂線    京都府道と共通 

（欠番）   

奈良県道 47号 天理加茂木津線  

奈良県道 48号 洞川下市線  

奈良県道 49号 勢井宗川野線  

奈良県道 50号 大和高田桜井線  

奈良県道 51号 天理環状線  

奈良県道 52号 奈良精華線    京都府道と共通 

奈良県道 53号 高野天川線    和歌山県道と共通 

奈良県道 54号 香芝インター線  

奈良県道 55号 橋本五條線    和歌山県道と共通 

（欠番）56-64   

奈良県道道 65号 生駒井手線    京都府道と共通 

（欠番）66-71   

奈良県道 72号 生駒精華線    京都府道と共通 

（欠番）73-79   

奈良県道 80号 奈良名張線    三重県道と共通 

奈良県道 81号 名張曽爾線    三重県道と共通 

奈良県道 82号 上野南山城線 三重県道・京都府道と共通 

奈良県道 104号 谷田奈良線  

奈良県道 105号 中和幹線  

奈良県道 108号 大和郡山広陵線  

奈良県道 109号 天理斑鳩線  

奈良県道 112号 田原本広陵線  

奈良県道 116号 大和高田御所線 

奈良県道 118号 御所高取線 

奈良県道 119号 明日香清水谷線 

奈良県道 120号 五條高取線 

奈良県道 122号 京終停車場薬師寺線 

奈良県道 123号 大和小泉停車場松尾寺線 

奈良県道 124号 橿原神宮東口停車場飛鳥線 

奈良県道 125号 橿原神宮公苑線 

奈良県道 127号 北野吐山線 

奈良県道 132号 河合大和高田線 

奈良県道 133号 戸毛久米線 

奈良県道 135号 宇太三茶屋線 

奈良県道 137号 平原五條線 

奈良県道 138号 赤滝五條線 

奈良県道 142号 生駒停車場宛木線 

奈良県道 144号 大和郡山上三橋線 

奈良県道 145号 櫟本停車場線 

奈良県道 146号 法隆寺線 

奈良県道 148号 平端停車場線 

奈良県道 150号 柳本停車場線 

奈良県道 151号 田原本停車場線 

（欠番） 旧・大三輪十市線 

奈良県道 153号 三輪停車場線 

奈良県道 154号 桜井停車場線 

奈良県道 155号 多武峯見瀬線 

奈良県道 156号 王寺停車場線 

（欠番） 旧・箸尾停車場線 

奈良県道 158号 大和八木停車場線 

奈良県道 160号 当麻寺線 

奈良県道 161号 畝傍御陵前停車場四条線 

奈良県道 162号 御所停車場線 

奈良県道 164号 室生口大野停車場線 

奈良県道 167号 吉野神宮停車場線 

奈良県道 169号 北宇智停車場線 

奈良県道 170号 五條停車場線 

奈良県道 172号 大保邑地線 

奈良県道 173号 下狭川阪原線 

奈良県道 176号 山陵佐紀線 

奈良県道 181号 遅瀬西波多線 

奈良県道 183号 日笠東金坊線 

奈良県道 184号 須山西狭川線 

奈良県道 186号 福住矢田原線 

奈良県道 187号 福住上三橋線 

奈良県道 188号 高畑山線 

奈良県道 189号 矢田寺線 

奈良県道 192号 福住横田線 

奈良県道 193号 筒井二階堂線 

奈良県道 194号 椿井王寺線 

奈良県道 195号 王寺三郷斑鳩線 

奈良県道 196号 柳本田原本線 

奈良県道 197号 結崎田原本線 

奈良県道 198号 粟原榛原線 

奈良県道 199号 慈恩寺三輪線 

奈良県道 200号 慈恩寺桜井線 

奈良県道 201号 山陵王寺線 

奈良県道 202号 畠田藤井線 

奈良県道 203号 上中下田線 

（欠番） 下田良福寺線 

奈良県道 206号 豊浦大和八木停車場線 

奈良県道 207号 見瀬五井線 

奈良県道 208号 山陵石川線 

奈良県道 209号 野口平田線 

奈良県道 210号 御園平田線 

奈良県道 211号 兵庫柏原線 

奈良県道 212号 玉手茅原線 

奈良県道 213号 櫛羅御所線 

奈良県道 214号 月瀬三ケ谷線 

奈良県道 215号 古瀬小殿線 

奈良県道 217号 高塚野依線 

奈良県道 218号 内牧菟田野線 

奈良県道 219号 佐倉大宇陀線 

奈良県道 220号 大又小川線 

奈良県道 221号 小村木津線 

奈良県道 222号 今木出口線 

奈良県道 224号 大台大迫線 

奈良県道 226号 大台河合線 

奈良県道 228号 東川河合線 

奈良県道 229号 下池原上桑原線 

奈良県道 235号 篠原宇井線 

奈良県道 236号 信貴山線 

奈良県道 237号 生駒停車場宝山寺線 

奈良県道 238号 三輪山線 

奈良県道 240号 橿原神宮西口停車場線 

奈良県道 242号 上笠間三本松停車場線 

奈良県道 244号 毛原切幡線 

奈良県道 245号 助命下荻線 

奈良県道 246号 馬場針ケ別所小倉線 

奈良県道 247号 笠天理線 

奈良県道 249号 大和郡山環状線 

奈良県道 250号 平群信貴山線 

奈良県道 251号 谷尻木津線 

奈良県道 252号 長谷寺停車場線 

奈良県道 253号 中筋出作川合線 

奈良県道 254号 寺口北花内線 

奈良県道 255号 寺前千股線 

奈良県道 256号 入野河原屋線 

奈良県道 257号 才谷吉野山線 

奈良県道 258号 中奥白川渡線 

奈良県道 259号 吉野川公園線 

奈良県道 261号 西佐味中之線 

奈良県道 262号 国栖大滝線 

奈良県道 263号 岩屋三ケ谷線 

奈良県道 266号 奈良西の京斑鳩自転車道線 
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奈良県道 267号 横川三昧田線 

奈良県道 269号 馬佐清水谷線 

奈良県道 271号 平畑運動公園線 

奈良県道 272号 神野山公園線 

奈良県道 273号 大和郡山田原本橿原自転車道線 

奈良県道 274号 明日香大和郡山自転車道線 

奈良県道 276号 山添月ヶ瀬梅林線 

奈良県道 277号 大和高田広陵線 

奈良県道 278号 橿原新庄線 

奈良県道 279号 平畑運動公園北線  

奈良県道 280号 大和青垣吉野川自転車道線  

奈良県道 701号 中垣内南田原線   大阪府道と共通 

奈良県道 702号 大阪枚岡奈良線   大阪府道と共通 

奈良県道 703号 香芝太子線    大阪府道と共通 

奈良県道 704号 竹内河南線    大阪府道と共通 

奈良県道 705号 富田林五條線   大阪府道と共通 

奈良県道 731号 二見御幸辻停車場線  和歌山県道と共通 

奈良県道 732号 阪本五條線    和歌山県道と共通 

奈良県道 733号 川津高野線    和歌山県道と共通 

奈良県道 734号 高野辻堂線    和歌山県道と共通 

奈良県道 735号 龍神十津川線   和歌山県道と共通 

奈良県道 751号 木津平城線    京都府道と共通 

奈良県道 752号 高田東鳴川線   京都府道と共通 

奈良県道 753号 月ヶ瀬今山線   京都府道と共通 

奈良県道 754号 木津横田線    京都府道と共通 

奈良県道 781号 都祁名張線    三重県道と共通 

奈良県道 782号 上笠間八幡名張線  三重県道と共通 

奈良県道 783号 土屋原飯高線   三重県道と共通 

奈良県道 784号 赤目掛線    三重県道と共通 

奈良県道 785号 山添桔梗が丘線   三重県道と共通 

  

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R30:和歌山県道一覧 
 

（欠番）  1-2  

和歌山県道 3号 かつらぎ桃山線  

和歌山県道 4号 高野口野上線  

（欠番）  5-6  

和歌山県道 7号 粉河加太線  

（欠番）   

和歌山県道 9号 岩出海南線  

和歌山県道 10号 岩出野上線  

（欠番）  11-12  

和歌山県道 13号 和歌山橋本線  

和歌山県道 14号 和歌山打田線  

和歌山県道 15号 新和歌浦梅原線  

和歌山県道 16号 和歌山港線  

和歌山県道 17号 和歌山停車場線  

和歌山県道 18号 海南金屋線  

和歌山県道 19号 美里龍神線 

和歌山県道 20号 有田湯浅線 

和歌山県道 21号 広川川辺線 

和歌山県道 22号 吉備金屋線 

和歌山県道 23号 御坊湯浅線 

和歌山県道 24号 御坊由良線 

和歌山県道 25号 御坊中津線 

和歌山県道 26号 御坊美山線 

和歌山県道 27号 日高印南線 

和歌山県道 28号 印南原印南線 

和歌山県道 29号 田辺龍神線 

和歌山県道 30号 田辺印南線 

和歌山県道 31号 田辺白浜線 

和歌山県道 32号 紀伊田辺停車場線 

和歌山県道 33号 南紀白浜空港線 

和歌山県道 34号 白浜温泉線 

和歌山県道 35号 上富田南部線  

和歌山県道 36号 上富田すさみ線  

和歌山県道 37号 日置川大塔線  

和歌山県道 38号 すさみ古座線  

和歌山県道 39号 串本古座川線  

和歌山県道 40号 樫野串本線  

和歌山県道 41号 潮岬周遊線  

和歌山県道 42号 新宮停車場線  

和歌山県道 43号 那智勝浦古座川線  

和歌山県道 44号 那智勝浦熊野川線  

和歌山県道 45号 那智勝浦本宮線  

和歌山県道 46号 那智山勝浦線  

（欠番）  47-51  

和歌山県道 52号 御浜北山線  

和歌山県道 53号 高野天川線  

（欠番）   

和歌山県道 55号 橋本五條線  

（欠番）  56-60  

和歌山県道 61号 堺かつらぎ線  

和歌山県道 62号 泉佐野打田線  

和歌山県道 63号 泉佐野岩出線  

和歌山県道 64号 和歌山貝塚線  

和歌山県道 65号 岬加太港線  

 一般県道（県内完結路線）   

（欠番）   

和歌山県道 102号 宿九度山線  

和歌山県道 103号 山田岸上線  

和歌山県道 104号 山内恋野線  

和歌山県道 105号 山田御幸辻停車場線  

和歌山県道 106号 紀見峠停車場線  

和歌山県道 107号 橋本停車場線  

和歌山県道 108号 隅田停車場線  

和歌山県道 109号 志賀三谷線  

和歌山県道 110号 三谷妙寺停車場線  

和歌山県道 111号 笠田停車場線  

和歌山県道 112号 九重名倉線  

和歌山県道 113号 高野口停車場線  

和歌山県道 114号 九度山停車場線  

和歌山県道 115号 花園美里線  

（欠番）   116-117  

和歌山県道 118号 高野橋本線  

和歌山県道 119号 中三谷下井阪線  

和歌山県道 120号 上鞆淵那賀線  

和歌山県道 121号 西川原名手市場線  

和歌山県道 122号 西川原粉河線  

和歌山県道 123号 荒見粉河線  

和歌山県道 124号 粉河寺線  

和歌山県道 125号 那賀かつらぎ線  

和歌山県道 126号 粉河那賀線  

和歌山県道 127号 中尾名手市場線  

和歌山県道 128号 桃山下井阪線  

和歌山県道 129号 垣内貴志川線  

和歌山県道 130号 桃山丸栖線  

和歌山県道 131号 新田広芝岩出停車場線  

和歌山県道 132号 船戸停車場線  

（欠番）   

和歌山県道 134号 小豆島岩出線  

和歌山県道 135号 和歌山海南線  

和歌山県道 136号 秋月海南線  

和歌山県道 137号 三田海南線  
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和歌山県道 138号 和歌山野上線  

和歌山県道 139号 小豆島船所線  

和歌山県道 140号 善明寺北島線  

和歌山県道 141号 有功天王線  

和歌山県道 142号 三田三葛線 

和歌山県道 143号 井ノ口秋月線 

和歌山県道 144号 岩橋栗栖線 

和歌山県道 145号 鳴神木広線 

和歌山県道 146号 西脇梅原線 

和歌山県道 147号 八軒家鳴神線 

和歌山県道 148号 和歌山港北島線 

和歌山県道 149号 紀伊停車場田井ノ瀬線 

和歌山県道 150号 紀ノ川停車場平井線 

和歌山県道 151号 新和歌浦線 

和歌山県道 152号 紀ノ川停車場線 

和歌山県道 153号 紀和停車場線 

和歌山県道 154号 紀三井寺線 

和歌山県道 155号 紀三井寺停車場線 

和歌山県道 156号 加太停車場線 

和歌山県道 157号 山東停車場線 

和歌山県道 158号 布施屋停車場線  

和歌山県道 159号 海南吉備線  

和歌山県道 160号 沖野々森小手穂線  

和歌山県道 161号 小野田内原線  

和歌山県道 162号 海南港線  

和歌山県道 163号 （欠番）  

和歌山県道 164号 沓掛糸我線  

和歌山県道 165号 引尾下津線  

和歌山県道 166号 興加茂郷停車場線  

和歌山県道 167号 大崎加茂郷停車場線  

和歌山県道 168号 下津港下津停車場線  

和歌山県道 169号 奥佐々阪井線  

（欠番）   

和歌山県道 171号 宮崎古江見線  

和歌山県道 172号 千田箕島線  

和歌山県道 173号 有田港線  

和歌山県道 174号 箕島停車場線 

和歌山県道 175号 湯浅広港湯浅停車場線 

和歌山県道 176号 井関御坊線 

和歌山県道 177号 南金屋由良線 

和歌山県道 178号 湯浅広港線 

和歌山県道 179号 吉原湯浅線 

和歌山県道 180号 野上清水線 

和歌山県道 181号 下湯川金屋線 

和歌山県道 182号 境川金屋線 

和歌山県道 183号 楠本小川線 

和歌山県道 184号 生石公園線 

和歌山県道 185号 御坊停車場線 

和歌山県道 186号 日高港線 

和歌山県道 187号 日の岬公園線 

和歌山県道 188号 柏御坊線 

和歌山県道 189号 比井紀伊内原停車場線 

和歌山県道 190号 玄子小松原線  

和歌山県道 191号 江川小松原線  

和歌山県道 192号 玄子和佐線  

和歌山県道 193号 船津和佐線  

和歌山県道 194号 上初湯川皆瀬線  

（欠番）   

和歌山県道 196号 たかの金屋線  

和歌山県道 197号 滝切目停車場線  

和歌山県道 198号 龍神中辺路線  

和歌山県道 199号 芳養清川線  

和歌山県道 200号 中芳養南部線  

和歌山県道 201号 南部停車場線  

和歌山県道 202号 古井西の地線  

和歌山県道 203号 滝之口古井口線  

和歌山県道 204号 印南停車場線  

和歌山県道 205号 上野岩田線  

和歌山県道 206号 文里湊線 

和歌山県道 207号 上万呂北新町線 

和歌山県道 208号 秋津川田辺線 

和歌山県道 209号 長野上秋津線 

和歌山県道 210号 田辺港線 

和歌山県道 211号 文里港線 

和歌山県道 212号 栄岩崎線 

和歌山県道 213号 白浜久木線 

和歌山県道 214号 白浜停車場線 

和歌山県道 215号 椿停車場線 

和歌山県道 216号 温川田辺線 

和歌山県道 217号 近露平瀬線 

和歌山県道 218号 平瀬上三栖線 

和歌山県道 219号 下川上牟婁線 

和歌山県道 220号 岩田保呂線 

和歌山県道 221号 市鹿野鮎川線 

和歌山県道 222号 城すさみ線 

和歌山県道 223号 日置港線 

和歌山県道 224号 佐本深谷三尾川線 

和歌山県道 225号 大附見老津停車場線 

和歌山県道 226号 紀伊有田停車場線 

和歌山県道 227号 田原古座線 

和歌山県道 228号 高瀬古座停車場線 

和歌山県道 229号 古座川熊野川線 

和歌山県道 230号 高田相賀線 

和歌山県道 231号 あけぼの広角線 

和歌山県道 232号 池田港線 

和歌山県道 233号 三輪崎港線 

和歌山県道 234号 長井古座線 

和歌山県道 235号 南平野下里停車場線 

和歌山県道 236号 勝浦港湯川線 

和歌山県道 237号 宇久井港線 

和歌山県道 238号 紀伊勝浦停車場線  

和歌山県道 239号 太地港下里線  

和歌山県道 240号 梶取崎線  

和歌山県道 241号 静川請川線  

和歌山県道 242号 （欠番）  

和歌山県道 243号 日置川すさみ線  

（欠番）   244-730  

和歌山県道  越境路線  

和歌山県道 731号 二見御幸辻停車場線  

和歌山県道 732号 阪本五條線  

和歌山県道 733号 川津高野線  

和歌山県道 734号 高野辻堂線  

和歌山県道 735号 龍神十津川線  

（欠番）   736-750  

和歌山県道 751号 木ノ本岬線  

和歌山県道 752号 和歌山阪南線  

（欠番）   753-779  

和歌山県道 780号 熊野川紀和線  

（欠番）   781-800  

 自転車道   

和歌山県道 801号 白浜日置川自転車道線  

和歌山県道 802号 太地新宮自転車道線  

和歌山県道 803号 紀の川自転車道線  

和歌山県道 804号 貴志川自転車道線  

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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R31:鳥取県道一覧 
 

鳥取県道・島根県道 1号 溝口伯太線 

鳥取県道・島根県道 2号 境美保関線 

（欠番） 3-5 

岡山県道・鳥取県道 6号 津山智頭八東線 

鳥取県道・岡山県道 7号 智頭勝田線 

岡山県道・鳥取県道 8号 新見日南線 

島根県道・鳥取県道 9号 安来伯太日南線 

（欠番）  

岡山県道・鳥取県道 11号 新見多里線 

（欠番） 12-14 

島根県道・鳥取県道 15号 横田多里線 

（欠番） 16-20 

鳥取県道 21号 鳥取鹿野倉吉線 

鳥取県道 22号 倉吉青谷線 

鳥取県道 23号 倉吉由良線 

鳥取県道 24号 米子大山線 

鳥取県道 25号 鳥取停車場線 

鳥取県道 26号 秋里吉方線 

鳥取県道 27号 網代港線 

鳥取県道 28号 米子停車場線 

鳥取県道 29号 三朝東郷線 

鳥取県道 30号 赤碕大山線 

鳥取県道 31号 鳥取国府岩美線 

鳥取県道 32号 郡家鹿野気高線 

鳥取県道 33号 三朝中線 

鳥取県道 34号 倉吉赤碕中山線 

鳥取県道 35号 西伯根雨線 

鳥取県道 36号 名和岸本線 

鳥取県道 37号 岩美八東線 

鳥取県道 38号 倉吉福本線 

鳥取県道 39号 郡家国府線 

鳥取県道 40号 智頭用瀬線 

鳥取県道 41号 鳥取港線 

鳥取県道 42号 鳥取河原線 

鳥取県道 43号 鳥取福部線 

鳥取県道 44号 東伯野添線 

鳥取県道 45号 倉吉江府溝口線 

鳥取県道 46号 日野溝口線 

鳥取県道 47号 米子境港線 

鳥取県道 48号 阿毘縁菅沢線 

鳥取県道 49号 鳥取河原用瀬線 

鳥取県道 50号 東伯関金線 

鳥取県道 51号 倉吉川上青谷線 

鳥取県道 52号 岸本江府線 

鳥取県道 53号 淀江岸本線 

鳥取県道 54号 豊房御来屋線 

（欠番） 55-71 

鳥取県道・兵庫県道 72号 若桜下三河線 

（欠番） 73-100 

鳥取県道・島根県道 101号 米子伯太線 

鳥取県道・島根県道 102号 米子広瀬線 

鳥取県道・兵庫県道 103号 若桜湯村温泉線 

鳥取県道・島根県道 104号 西伯伯太線 

鳥取県道・島根県道 105号 本山伯太線 

鳥取県道・島根県道 106号 多里伯太線 

島根県道・鳥取県道 107号 横田伯南線 

鳥取県道・島根県道 108号 印賀奥出雲線 

（欠番） 109-110 

鳥取県道・岡山県道 111号 神戸上新見線 

岡山県道・鳥取県道 112号 大佐日野線 

岡山県道・鳥取県道 113号 上徳山俣野江府線 

鳥取県道・岡山県道 114号 大山上福田線 

岡山県道・鳥取県道 115号 常藤関金線 

岡山県道・鳥取県道 116号 羽出三朝線 

岡山県道・鳥取県道 117号 鱒返余戸線 

岡山県道・鳥取県道 118号 加茂用瀬線 

兵庫県道・鳥取県道 119号 千谷蕪島線 

（欠番） 121-150 

鳥取県道 151号 倉吉東伯線 

（欠番）  

鳥取県道 153号 才代船岡線 

鳥取県道 154号 上地中河原線 

鳥取県道 155号 網代港岩美停車場線 

鳥取県道 156号 鳥取港湖山停車場線 

鳥取県道 157号 米子港線 

鳥取県道 158号 大山口停車場大山線 

鳥取県道 159号 米子丸山線 

鳥取県道 160号 福頼市山伯耆大山停車場線 

鳥取県道 161号 倉吉江北線 

鳥取県道 162号 泊港線 

鳥取県道 163号 境港線 

鳥取県道 164号 岩美停車場線 

鳥取県道 165号 宝木停車場線 

鳥取県道 166号 浜村停車場線 

鳥取県道 167号 由良停車場線 

鳥取県道 168号 浦安停車場線 

鳥取県道 169号 下市停車場線 

鳥取県道 170号 海田倉吉停車場線 

鳥取県道 171号 大山口停車場線 

鳥取県道 172号 淀江停車場線 

鳥取県道 173号 郡家停車場線 

鳥取県道 174号 用瀬停車場線 

鳥取県道 175号 八東停車場線 

鳥取県道 176号 若桜停車場線 

（欠番）  

鳥取県道 178号 大篠津停車場線 

（欠番） 179-180 

鳥取県道 181号 湖山停車場布勢線 

鳥取県道 182号 宝木停車場上光線 

鳥取県道 183号 鳥取砂丘線 

鳥取県道 184号 樗谿公園線 

鳥取県道 185号 東郷湖線 

鳥取県道 186号 岩美停車場河崎線 

（欠番）  

鳥取県道 188号 池谷福部停車場線 

鳥取県道 189号 高路古海線 

鳥取県道 190号 金沢伏野線 

鳥取県道 191号 矢矯松原線 

鳥取県道 192号 西町鳥取停車場線 

鳥取県道 193号 田島片原線 

鳥取県道 194号 津ノ井国府線 

鳥取県道 195号 鷹狩渡一木線 

鳥取県道 196号 杣小屋曳田線 

鳥取県道 197号 院内馬場線 

鳥取県道 198号 鷲峰気高線 

鳥取県道 199号 上浅津田後線 

鳥取県道 200号 長和田羽合線 

鳥取県道 201号 上井北条線 

鳥取県道 202号 津原穴沢線 

鳥取県道 203号 法万大栄線 

鳥取県道 204号 福永由良線 

鳥取県道 205号 木地山倉吉線 

鳥取県道 206号 皆生車尾線 

鳥取県道 207号 皆生西原線 

鳥取県道 208号 東福原樋口線 

鳥取県道 209号 大滝白水線 

鳥取県道 210号 上石見黒坂停車場線 
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鳥取県道 211号 猪子原上石見停車場線 

鳥取県道 212号 福部停車場線 

鳥取県道 213号 八橋停車場線 

鳥取県道 214号 国英停車場線 

鳥取県道 215号 土師停車場線 

（欠番） 216-219 

鳥取県道 220号 弓ヶ浜停車場線 

鳥取県道 221号 余子停車場線 

（欠番）  

鳥取県道 223号 生山停車場線 

鳥取県道 224号 一本松覚寺線 

鳥取県道 225号 三代寺宮下線 

鳥取県道 226号 国安桂木線 

鳥取県道 227号 猪子国安線 

鳥取県道 228号 赤碕中山インター線 

鳥取県道 229号 米岡河原停車場線 

鳥取県道 230号 小河内加茂線 

鳥取県道 231号 本鹿高福線 

鳥取県道 232号 八日市釜口線 

鳥取県道 233号 矢口鹿野線 

鳥取県道 234号 東郷羽合線 

（欠番）  

鳥取県道 236号 巌城上灘線 

鳥取県道 237号 仙隠岡田線 

鳥取県道 238号 古長杉下線 

鳥取県道 239号 羽田井植松線 

鳥取県道 240号 旧奈和西坪線 

鳥取県道 241号 名和名和停車場線 

鳥取県道 242号 大山淀江インター線 

鳥取県道 243号 中高妻木線 

鳥取県道 244号 境車尾線 

鳥取県道 245号 両三柳後藤停車場線 

鳥取県道 246号 渡余子停車場線 

鳥取県道 247号 卯垣正蓮寺線 

鳥取県道 248号 長江羽合線 

鳥取県道 249号 清谷北条線 

鳥取県道 250号 亀谷北条線 

鳥取県道 251号 国府正蓮寺線 

鳥取県道 252号 尾高淀江線 

鳥取県道 253号 岩屋谷米子線 

（欠番）  

鳥取県道 255号 大羽尾小羽尾線 

鳥取県道 256号 陸上岩井線 

鳥取県道 257号 花口下石見線 

鳥取県道 258号 御熊白兎線 

鳥取県道 259号 泊絹見青谷線 

鳥取県道 260号 鉢伏川上線 

鳥取県道 261号 青谷停車場線 

鳥取県道 262号 日吉津伯耆大山停車場線 

鳥取県道 263号 倉吉停車場線 

鳥取県道 264号 鳥取空港布勢線 

鳥取県道 265号 湯山鳥取線 

鳥取県道 266号 鳥取空港線 

鳥取県道 267号 大栄赤碕線 

鳥取県道 268号 赤碕港線 

鳥取県道 269号 松河原名和線 

鳥取県道 270号 徳丸富枝線 

鳥取県道 271号 米子空港線 

(欠番)  

鳥取県道 273号 三朝温泉木地山線 

鳥取県道 274号 青谷停車場井手線 

鳥取県道 275号 八束水勝見線 

鳥取県道 276号 高橋下市停車場線 

鳥取県道 277号 豊房名和線 

鳥取県道 278号 下市赤碕停車場線 

鳥取県道 279号 淀江インター線 

鳥取県道 280号 俵原青谷線 

鳥取県道 281号 河内槙原線 

鳥取県道 282号 麻生国府線 

鳥取県道 283号 大谷曹源寺線 

鳥取県道 284号 大山寺岸本線 

鳥取県道 285号 米子空港境港停車場線 

鳥取県道 286号 菅沢日野線 

鳥取県道 287号 河原郡家線 

鳥取県道 288号 上大立横田線 

鳥取県道 289号 船上山赤碕線 

鳥取県道 290号 八橋宮木線 

鳥取県道 291号 鳥取国府線 

鳥取県道 292号 八坂鳥取停車場線 

鳥取県道 293号 鳥取郡家線 

鳥取県道 294号 網代港大岩停車場線 

鳥取県道 295号 西宇塚那岐停車場線 

鳥取県道 296号 西谷那岐停車場線 

鳥取県道 297号 上大立大栄線 

鳥取県道 298号 袋河原八坂線 

鳥取県道 299号 赤松淀江線 

鳥取県道 300号 米子環状線 

鳥取県道 301号 境外港線 

鳥取県道 302号 大坪隼停車場線 

鳥取県道 303号 大高下口波多線 

鳥取県道 304号 妙徳寺鹿野線 

鳥取県道 305号 大山佐摩線 

鳥取県道 306号 福本関金線 

鳥取県道 307号 覚寺青葉線 

鳥取県道 308号 桑原坂本線 

鳥取県道 309号 大柿上古川線 

鳥取県道 310号 坊領淀江停車場線 

鳥取県道 311号 板井原濁谷線 

鳥取県道 312号 倉吉環状線 

鳥取県道 313号 下見関金線 

鳥取県道 314号 赤松大山線 

鳥取県道 315号 如来原御机線 

鳥取県道 316号 米子岸本線 

鳥取県道 317号 両三柳西福原線 

鳥取県道 318号 伏野覚寺線 

鳥取県道 319号 鳥取砂丘細川線 

鳥取県道 320号 羽合東伯線 

鳥取県道 321号 志子部船岡線 

鳥取県道 322号 大江船岡線 

鳥取県道 323号 若葉台東町線 

鳥取県道 324号 河原インター線 

鳥取県道 325号 岩美インター線 

鳥取県道 326号 大山高原スマートインター線 

鳥取県道 327号 鳥取空港賀露線 

鳥取県道 328号 福部岩美線 

（欠番） 329-499 

鳥取県道 500号 鳥取河原自転車道線 

鳥取県道 501号 倉吉東郷自転車道線 

鳥取県道 502号 米子境港自転車道線 

鳥取県道 503号 赤碕東郷自転車道線 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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R32:島根県道一覧 
 
鳥取県道・島根県道 1号 溝口伯太線 

鳥取県道・島根県道 2号 境美保関線 

山口県道・島根県道 3号 新南陽津和野線 

広島県道・島根県道 4号 甲田作木線 

島根県道・広島県道 5号 浜田八重可部線 

広島県道・島根県道 6号 吉田邑南線 

島根県道・広島県道 7号 浜田作木線 

（欠番）  

島根県道・鳥取県道 9号 安来伯太日南線 

（欠番）  

島根県道・広島県道 11号 旭戸河内線 

山口県道・島根県道 12号 鹿野吉賀線 

山口県道・島根県道 13号 萩津和野線 

島根県道・山口県道 14号 益田阿武線 

島根県道・鳥取県道 15号 横田多里線 

島根県道・山口県道 16号 六日市錦線 

島根県道・山口県道 17号 津和野田万川線 

（欠番）  18-20 

島根県道 21号 松江島根線 

島根県道 22号 松江停車場線 

島根県道 23号 斐川一畑大社線 

島根県道 24号 松江木次線 

島根県道 25号 玉湯吾妻山線 

島根県道 26号 出雲三刀屋線 

島根県道 27号 出雲市停車場線 

島根県道 28号 出雲大社線 

島根県道 29号 大社日御碕線 

島根県道 30号 三瓶山公園線 

島根県道 31号 仁摩邑南線 

島根県道 32号 温泉津川本線 

島根県道 33号 浜田港線 

島根県道 34号 浜田美都線 

島根県道 35号 益田停車場線 

（欠番）  

島根県道 37号 松江鹿島美保関線 

島根県道 38号 掛合上阿井線 

島根県道 39号 湖陵掛合線 

島根県道 40号 川本波多線 

島根県道 41号 桜江金城線 

島根県道 42号 吉賀匹見線 

島根県道 43号 隠岐空港線 

島根県道 44号 西郷都万郡線 

島根県道 45号 安来木次線 

島根県道 46号 大田桜江線 

島根県道 47号 西郷布施線 

島根県道 48号 三隅美都線 

島根県道 49号 上阿井八川線 

島根県道 50号 田所国府線 

島根県道 51号 出雲奥出雲線 

島根県道 52号 弥栄旭インター線 

島根県道 53号 大東東出雲線 

島根県道 54号 益田澄川線 

島根県道 55号 邑南飯南線 

島根県道 56号 大田佐田線 

島根県道 57号 宍道インター線 

（欠番）  58-100 

鳥取県道・島根県道 101号 米子伯太線 

鳥取県道・島根県道 102号 米子広瀬線 

（欠番）  

鳥取県道・島根県道 104号 西伯伯太線 

鳥取県道・島根県道 105号 本山伯太線 

鳥取県道・島根県道 106号 多里伯太線 

島根県道・鳥取県道 107号 横田伯南線 

鳥取県道・島根県道 108号 印賀奥出雲線 

島根県道・広島県道 109号 邑南高宮線 

島根県道・広島県道 110号 奥出雲高野線 

（欠番）  

広島県道・島根県道 112号 三次江津線 

島根県道・広島県道 113号 都川中野線 

島根県道・広島県道 114号 今福芸北線 

島根県道・広島県道 115号 波佐芸北線 

（欠番）     116-119 

山口県道・島根県道 120号 須川吉賀線 

（欠番）     121-122 

島根県道・山口県道 123号 柿木山口線 

島根県道・山口県道 124号 津和野須佐線 

（欠番）  125-151 

島根県道 152号 松江七類港線 

島根県道 153号 東出雲馬潟港線 

（欠番）  154-155 

島根県道 156号 木次横田線 

島根県道 157号 出雲大東線 

（欠番）  

島根県道 159号 出雲平田線 

（欠番）  

島根県道 161号 斐川出雲大社線 

島根県道 162号 大社立久恵線 

（欠番）  163-165 

島根県道 166号 美郷飯南線 

（欠番） 167-169 

島根県道 170号 益田津和野線 

島根県道 171号 益田種三隅線 

島根県道 172号 美都匹見線 

（欠番）  

島根県道 174号 和江港大田市停車場線 

島根県道 175号 御津東生馬線 

島根県道 176号 掛合大東線 

島根県道 177号 大田井田江津線 

（欠番）  

島根県道 179号 黒沢安城浜田線 

島根県道 180号 広瀬荒島線 

島根県道 181号 七類雲津長浜線 

島根県道 182号 多胡鼻線 

島根県道 183号 斐川上島線 

島根県道 184号 平田荘原線 

島根県道 185号 三刀屋佐田線 

島根県道 186号 美郷大森線 

島根県道 187号 川本大家線 

（欠番）  

島根県道 189号 匹見左鐙線 

島根県道 190号 荒島停車場線 

島根県道 191号 揖屋停車場線 

島根県道 192号 東松江停車場線 

島根県道 193号 乃木停車場線 

島根県道 194号 玉造温泉停車場線 

島根県道 195号 宍道停車場線 

島根県道 196号 荘原停車場線 

島根県道 197号 木次直江停車場線 

島根県道 198号 小田停車場線 

島根県道 199号 西出雲停車場線 

島根県道 200号 仁万停車場線 

島根県道 201号 湯里停車場祖式線 

島根県道 202号 温泉津停車場線 

島根県道 203号 石見福光停車場線 

島根県道 204号 黒松停車場線 

島根県道 205号 浅利停車場線 

島根県道 206号 波子停車場線 
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島根県道 207号 下府停車場線 

島根県道 208号 浜田停車場線 

島根県道 209号 西浜田停車場線 

島根県道 210号 周布停車場線 

島根県道 211号 三隅停車場線 

島根県道 212号 岡見停車場線 

島根県道 213号 飯浦停車場線 

島根県道 214号 加茂中停車場線 

島根県道 215号 木次停車場線 

島根県道 216号 下久野停車場線 

島根県道 217号 出雲横田停車場線 

島根県道 218号 八川停車場線 

（欠番）  219-220 

島根県道 221号 川平停車場線 

島根県道 222号 川本停車場線 

島根県道 223号 石見横田停車場線 

島根県道 224号 青原停車場線 

島根県道 225号 日原停車場線 

島根県道 226号 柿木津和野停車場線 

島根県道 227号 松江しんじ湖温泉停車場線 

島根県道 228号 平田停車場線 

島根県道 229号 安来港線 

島根県道 230号 馬潟港線 

（欠番）  

島根県道 232号 小伊津港線 

島根県道 233号 久手港線 

島根県道 234号 五十猛港線 

島根県道 235号 仁万港線 

島根県道 236号 温泉津港線 

島根県道 237号 黒松港線 

島根県道 238号 江津港線 

島根県道 239号 唐鐘港線 

島根県道 240号 浜田漁港線 

島根県道 241号 浜田商港線 

島根県道 242号 益田港線 

島根県道 243号 出雲空港線 

（欠番）  

島根県道 245号 清水寺線 

島根県道 246号 八重垣神社線 

島根県道 247号 八重垣神社竹矢線 

島根県道 248号 神魂神社線 

島根県道 249号 八重垣神社八雲線 

島根県道 250号 鰐淵寺線 

（欠番）  

島根県道 252号 枕木山線 

島根県道 253号 宍道湖公園線 

島根県道 254号 はまだリゾート線 

島根県道 255号 蟠竜湖線 

島根県道 256号 蟠竜湖高津線 

島根県道 257号 布部安来線 

島根県道 258号 草野横田線 

島根県道 259号 大根島線 

島根県道 260号 本庄福富松江線 

島根県道 261号 母衣町雑賀町線 

（欠番）  

島根県道 263号 浜乃木湯町線 

島根県道 264号 講武古江線 

島根県道 265号 黒井田安来線 

島根県道 266号 大野魚瀬恵曇線 

島根県道 267号 海潮宍道線 

島根県道 268号 上久野大東線 

島根県道 269号 吉田奥出雲線 

島根県道 270号 下横田出雲三成停車場線 

島根県道 271号 稗原木次線 

島根県道 272号 吉田三刀屋線 

島根県道 273号 吉田頓原線 

島根県道 274号 東比田布部線 

島根県道 275号 十六島直江停車場線 

島根県道 276号 遙堪今市線 

島根県道 277号 多伎江南出雲線 

島根県道 278号 矢尾今市線 

島根県道 279号 外園高松線 

島根県道 280号 佐田小田停車場線 

島根県道 281号 窪田山口線 

（欠番）  

島根県道 283号 宮内掛合線 

島根県道 284号 田儀山中大田線 

島根県道 285号 波根久手線 

島根県道 286号 池田久手停車場線 

島根県道 287号 静間久手停車場線 

島根県道 288号 瓜坂川合線 

島根県道 289号 久利五十猛停車場線 

島根県道 290号 大国馬路停車場線 

島根県道 291号 別府川本線 

島根県道 292号 宇都井阿須那線 

島根県道 293号 高見出羽線 

島根県道 294号 邑南美郷線 

島根県道 295号 日貫川本線 

島根県道 296号 川本美郷線 

島根県道 297号 皆井田江津線 

島根県道 298号 跡市川平停車場線 

島根県道 299号 下府江津線 

島根県道 300号 跡市波子停車場線 

島根県道 301号 佐野波子停車場線 

島根県道 302号 浅利渡津線 

島根県道 303号 一の瀬折居線 

島根県道 304号 三隅井野長浜線 

島根県道 305号 美川周布線 

島根県道 306号 長安野坂線 

島根県道 307号 波佐匹見線 

島根県道 308号 野地鎌手停車場線 

島根県道 309号 東仙道津田停車場線 

島根県道 310号 益田吉田線 

島根県道 311号 白上横田線 

島根県道 312号 須川谷日原線 

島根県道 313号 美濃地石見横田停車場線 

島根県道 314号 美都澄川線 

島根県道 315号 国賀海岸線 

島根県道 316号 中村津戸港線 

島根県道 317号 海士島線 

島根県道 318号 日ノ津崎港線 

島根県道 319号 西ノ島海士線 

島根県道 320号 珍崎浦郷港線 

島根県道 321号 久利静間線 

島根県道 322号 知夫島線 

島根県道 323号 池田中町線 

島根県道 324号 上意東揖屋線 

島根県道 325号 佐田八神線 

島根県道 326号 頓原八神線 

島根県道 327号 市木井原線 

島根県道 328号 石見空港線 

島根県道 329号 桜江旭インター線 

島根県道 330号 江津インター線 

島根県道 331号 石見空港飯田線 

島根県道 332号 三刀屋木次インター線 

島根県道 333号 久城インター線 

島根県道 334号 安来インター線 

島根県道 335号 出雲空港宍道線 

島根県道 336号 吉田掛合インター線 

島根県道 337号 出雲インター線 

島根県道 338号 美保関八束松江線 

島根県道 339号 浜田港インター線 

島根県道 340号 多伎インター線 

（欠番）  341-350 

島根県道 352号 宍道湖湖北自転車道線 

 



 １０４ 
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R33:岡山県道一覧 
 

（欠番）  1-2 

岡山県道・広島県道 3号 井原福山港線 

（欠番）  

岡山県道 5号 作東大原線 

岡山県道・鳥取県道 6号 津山智頭八東線 

鳥取県道・岡山県道 7号 智頭勝田線 

岡山県道・鳥取県道 8号 新見日南線 

岡山県道・広島県道 9号 芳井油木線 

（欠番）  

岡山県道・鳥取県道 11号 新見多里線 

岡山県道・広島県道 12号 足立東城線 

（欠番）  13-20 

岡山県道 21号 岡山児島線 

岡山県道 22号 倉敷玉野線 

（欠番）  

岡山県道 24号 倉敷清音線 

（欠番）  

岡山県道 26号 津山柵原線 

岡山県道 27号 岡山吉井線 

岡山県道 28号 岡山牛窓線 

（欠番）  

岡山県道 30号 落合建部線 

岡山県道 31号 高梁御津線 

岡山県道 32号 新見勝山線 

岡山県道 33号 新見川上線 

岡山県道 34号 笠岡井原線 

岡山県道 35号 倉敷成羽線 

（欠番）  

岡山県道 37号 西大寺山陽線 

（欠番）  

岡山県道 39号 備前牛窓線 

岡山県道 40号 岡山港線 

岡山県道 41号 新倉敷停車場線 

岡山県道 42号 岡山停車場線 

（欠番）  

岡山県道 44号 笠岡停車場線 

岡山県道 45号 岡山玉野線 

岡山県道 46号 和気笹目作東線 

岡山県道 47号 倉敷長浜笠岡線 

岡山県道 48号 笠岡美星線 

岡山県道 49号 高梁旭線 

岡山県道 50号 北房井倉哲西線 

岡山県道 51号 美作奈義線 

岡山県道 52号 勝央仁堀中線 

岡山県道 53号 御津佐伯線 

岡山県道 54号 倉敷美袋線 

岡山県道 55号 湯原美甘線 

岡山県道 56号 湯原奥津線 

岡山県道 57号 総社賀陽線 

岡山県道 58号 北房川上線 

（欠番）  

岡山県道 60号 倉敷笠岡線 

岡山県道 61号 妹尾御津線 

岡山県道 62号 玉野福田線 

（欠番）  

岡山県道 64号 矢掛寄島線 

岡山県道 65号 久世中和線 

岡山県道 66号 落合加茂川線 

岡山県道 67号 勝央勝北線 

岡山県道 68号 津山加茂線 

岡山県道 69号 西大寺備前線 

岡山県道 70号 久米建部線 

岡山県道 71号 建部大井線 

岡山県道 72号 岡山賀陽線 

岡山県道 73号 箕島高松線 

岡山県道 74号 倉敷飽浦線 

岡山県道 75号 加茂奥津線 

岡山県道 76号 総社三和線 

岡山県道 77号 美星高山市線 

岡山県道 78号 長屋賀陽線 

岡山県道 79号 佐伯長船線 

岡山県道 80号 上高末総社線 

岡山県道 81号 東岡山御津線 

岡山県道 82号 鏡野久世線 

岡山県道 83号 飯井宿線 

岡山県道 84号 勝山栗原線 

岡山県道 85号 高梁坂本線 

岡山県道 86号 作東インター線 

（欠番）  87-89 

兵庫県道・岡山県道 90号 赤穂佐伯線 

（欠番）  91-95 

岡山県道・兵庫県道 96号 岡山赤穂線 

（欠番）  97-101 

広島県道・岡山県道 102号 下御領井原線 

広島県道・岡山県道 103号 七曲井原線 

広島県道・岡山県道 104号 坂瀬川芳井線 

 

広島県道・岡山県道 105号 前原谷仙養線 

岡山県道・広島県道 106号 布賀油木線 

広島県道・岡山県道 107号 奈良備中線 

岡山県道・広島県道 108号 大野部東城線 

岡山県道 109号 高瀬油野線 

（欠番）  

鳥取県道・岡山県道 111号 神戸上新見線 

岡山県道・鳥取県道 112号 大佐日野線 

岡山県道・鳥取県道 113号 上徳山俣野江府線 

鳥取県道・岡山県道 114号 大山上福田線 

岡山県道・鳥取県道 115号 常藤関金線 

岡山県道・鳥取県道 116号 羽出三朝線 

岡山県道・鳥取県道 117号 鱒返余戸線 

岡山県道・鳥取県道 118号 加茂用瀬線 

（欠番）  119-123 

岡山県道・兵庫県道 124号 宮原力万線 

（欠番）  125-150 

岡山県道 151号 妹尾吉備線 

岡山県道 152号 倉敷妹尾線 

岡山県道 153号 早島吉備線 

（欠番）  

岡山県道 155号 鴨方矢掛線 

岡山県道 156号 賀陽有漢線 

岡山県道 157号 哲多哲西線 

（欠番）  

岡山県道 159号 久米中央線 

岡山県道 160号 三和西菅野線 

岡山県道・兵庫県道 161号 市場佐用線 

岡山県道 162号 岡山倉敷線 

（欠番）  

岡山県道 165号 藤戸早島線 

岡山県道 166号 美袋井原線 

（欠番）  

岡山県道 168号 新賀小坂東線 

岡山県道 169号 西方巨瀬線 

（欠番）  170-172 

岡山県道 173号 大元停車場線 

岡山県道 174号 大元停車場上中野線 



 １０５ 

岡山県道 175号 妹尾停車場線 

（欠番）  

岡山県道 177号 九蟠中野線 

岡山県道 178号 瀬戸停車場線 

岡山県道 179号 万富停車場弓削線 

岡山県道 180号 熊山停車場線 

岡山県道 181号 和気停車場線 

岡山県道 182号 鶴海港線 

（欠番）  183-184 

岡山県道 185号 早島停車場線 

岡山県道 186号 中庄停車場線 

岡山県道 187号 早島松島線 

岡山県道 188号 水島港線 

岡山県道 189号 清音停車場線 

岡山県道 190号 西阿知停車場線 

岡山県道 191号 玉島港線 

岡山県道 192号 服部停車場線 

岡山県道 193号 美袋停車場線 

岡山県道 194号 鴨方停車場線 

岡山県道 195号 神島外港線 

岡山県道 196号 高梁停車場線 

岡山県道 197号 方谷停車場線 

岡山県道 198号 井倉停車場線 

岡山県道 199号 新見停車場線 

岡山県道 200号 坂根停車場線 

岡山県道 201号 神庭滝線 

岡山県道 202号 中国勝山停車場線 

岡山県道 203号 久世停車場線 

岡山県道 204号 美作落合停車場線 

岡山県道 205号 美作千代停車場線 

岡山県道 206号 院庄線 

（欠番）  

岡山県道 208号 美作河井停車場線 

岡山県道 209号 勝間田停車場線 

岡山県道 210号 林野停車場線 

岡山県道 211号 建部停車場線 

岡山県道 212号 浦安豊成線 

岡山県道 213号 福島橋本線 

岡山県道 214号 洲崎米倉線 

岡山県道 215号 江崎金岡線 

岡山県道 216号 沖元円山線 

岡山県道 217号 飽浦東児線 

岡山県道 218号 玉柏野々口線 

岡山県道 219号 原藤原線 

岡山県道 220号 沼瀬戸線 

岡山県道 221号 一日市瀬戸線 

岡山県道 222号 福谷小才線 

岡山県道 223号 箕輪尾張線 

岡山県道 224号 瀬西大寺線 

岡山県道 225号 虫明長浜線 

岡山県道 226号 牛窓邑久西大寺線 

岡山県道 227号 庄田敷井線 

岡山県道 228号 高助西浜線 

岡山県道 229号 上阿知本庄線 

岡山県道 230号 上山田鹿忍線 

岡山県道 231号 神崎邑久線 

岡山県道 232号 鹿忍片岡神崎線 

岡山県道 233号 宝伝久々井南水門線 

岡山県道 234号 東片岡宿毛線 

岡山県道 235号 橋詰千手線 

岡山県道 236号 巌井野田線 

岡山県道 237号 日応寺栢谷線 

岡山県道 238号 上芳賀岡山線 

岡山県道 239号 上芳賀大窪線 

岡山県道・兵庫県道 240号 下庄佐用線 

岡山県道 241号 長野高松線 

岡山県道 242号 川入巌井線 

岡山県道 243号 一宮備前一宮停車場線 

岡山県道 244号 当新田中仙道線 

岡山県道 245号 真金吉備線 

（欠番）  246-248 

岡山県道 249号 掛畑虎倉線 

岡山県道 250号 山口山陽線 

岡山県道 251号 馬屋瀬戸線 

岡山県道 252号 万富吉井線 

岡山県道 253号 可真上山陽線 

岡山県道 254号 可真上万富停車場線 

岡山県道 255号 仁堀中御津線 

（欠番）  

岡山県道 257号 坂辺吉井線 

岡山県道 258号 酌田沢原線 

（欠番）  

岡山県道 260号 八木山日生線 

岡山県道 261号 穂浪吉永停車場線 

岡山県道 262号 蕃山友延線 

岡山県道 263号 泉衣笠線 

岡山県道 264号 福里八日市線 

岡山県道 265号 周匝久米南線 

岡山県道 266号 長尾児島線 

岡山県道 267号 藤田妹尾線 

岡山県道 268号 白尾塩生線 

（欠番）  

岡山県道 270号 清音真金線 

岡山県道 271号 総社足守線 

岡山県道 272号 水別総社線 

岡山県道 273号 加須山中帯江線 

岡山県道 274号 福田老松線 

岡山県道 275号 藤戸連島線 

岡山県道 276号 宇野津下之町線 

岡山県道 277号 中島西阿知停車場線 

岡山県道 278号 宍粟真備線 

岡山県道 279号 下原船穂線 

岡山県道 280号 市場川辺線 

岡山県道 281号 大曲船穂線 

岡山県道 282号 市場青木線 

（欠番）  

岡山県道 284号 東安倉鴨方線 

（欠番）  

岡山県道 286号 里庄地頭上線 

（欠番）  

岡山県道 288号 園井里庄線 

岡山県道 289号 東大戸金浦線 

岡山県道 290号 上稲木東江原線 

岡山県道 291号 黒忠井原線 

岡山県道 292号 黒忠明治線 

岡山県道 293号 宇戸谷高梁線 

岡山県道 294号 下鴫川上線 

岡山県道 295号 北木島線 

（欠番）  

岡山県道 297号 高山芳井線 

岡山県道 298号 上大竹種線 

岡山県道 299号 布賀地頭線 

岡山県道 300号 宇治下原線 

岡山県道 301号 落合高倉線 

岡山県道 302号 宇治鉄砲町線 

（欠番）  303-304 

岡山県道 305号 黒土北線 

岡山県道 306号 賀陽種井線 

岡山県道 307号 吉川槙谷線 

（欠番）  

岡山県道 309号 巨瀬高倉線 

岡山県道 310号 西方北房線 

岡山県道 311号 阿口上線 

岡山県道 312号 宮地有漢線 

岡山県道 313号 大野部備中線 

（欠番）  314-315 
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岡山県道 316号 岩熊一ノ原線 

岡山県道 317号 千屋実大佐線 

岡山県道 318号 千屋大佐線 

岡山県道 319号 菅生上熊谷線 

岡山県道 320号 若代方谷停車場線 

岡山県道 321号 神代勝山線 

岡山県道 322号 中福田湯原線 

岡山県道 323号 種見明戸線 

岡山県道 324号 東茅部下福田線 

岡山県道 325号 別所下長田線 

岡山県道 326号 樫西湯原線 

岡山県道 327号 富東谷久世線 

（欠番）  

岡山県道 329号 西原久世線 

岡山県道 330号 目木大庭線 

（欠番）  

岡山県道 332号 栗原有漢線 

岡山県道 333号 上山旦土線 

（欠番）  

岡山県道 335号 余野上久米線 

岡山県道 336号 倉見斉の谷線 

岡山県道 337号 山城宮尾線 

岡山県道 338号 市場津山線 

岡山県道 339号 西一宮中北上線 

岡山県道 340号 河本久米線 

岡山県道 341号 坪井下栃原線 

岡山県道 342号 大垪和西小山旭線 

岡山県道 343号 藤屋津山線 

（欠番）  

岡山県道 345号 上横野兼田線 

岡山県道 346号 下高倉西高野本郷線 

岡山県道 347号 田熊高野停車場線 

岡山県道 348号 堀坂勝北線 

岡山県道 349号 吉ヶ原美作線 

岡山県道 350号 西吉田川崎線 

岡山県道 351号 藤原吉井線 

岡山県道 352号 大戸上中央線 

岡山県道 353号 石生奈義線 

岡山県道 354号 馬橋平福線 

岡山県道 355号 豊久田平線 

岡山県道 356号 行方勝田線 

岡山県道 357号 梶並立石線 

岡山県道 358号 鷺巣溝口線 

岡山県道 359号 樫村金屋線 

岡山県道 360号 万善美作線 

岡山県道 361号 畑沖勝間田線 

岡山県道 362号 位田飯岡線 

（欠番）  

岡山県道 364号 矢知赤坂線 

岡山県道・兵庫県道 365号 上福原佐用線 

岡山県道 366号 竹部加茂市場線 

岡山県道 367号 勝尾宇甘線 

岡山県道・兵庫県道 368号 吉永下徳久線 

岡山県道 369号 尾原賀陽線 

岡山県道 370号 江与味上河内線 

岡山県道 371号 豊岡上小森線 

岡山県道 372号 下土井下加茂線 

岡山県道 373号 栃原久米南線 

岡山県道 374号 中西川線 

岡山県道 375号 上籾神目停車場線 

 

岡山県道 376号 上籾誕生寺停車場線 

岡山県道 377号 山口押撫線 

岡山県道 378号 上市井村西方線 

岡山県道 379号 百々樫村線 

（欠番）  

岡山県道 381号 牛文香登本線 

岡山県道 382号 本庄玉島線 

岡山県道 383号 九蟠東岡山停車場線 

岡山県道 384号 今在家東岡山停車場線 

岡山県道・兵庫県道 385号 高田上郡線 

岡山県道 386号 津高法界院停車場線 

（欠番）  

岡山県道 388号 馬形美作線 

岡山県道 389号 吉備津松島線 

岡山県道 390号 古見月田停車場線 

（欠番）   

岡山県道 392号 百谷寺元線  

岡山県道 393号 鷲羽山公園線  

岡山県道 394号 大篠津山停車場線  

岡山県道 395号 和気熊山線  

岡山県道 396号 酒津中島線  

岡山県道 397号 寒河本庄岡山線     （岡山ブルーライン） 

岡山県道 398号 水島港唐船線    （水玉ブリッジライン） 

岡山県道 399号 金甲山線  

岡山県道 400号 後楽園線  

岡山県道 401号 美作土居停車場線  

岡山県道 402号 原尾島番町線  

岡山県道 403号 町苅田熊山線  

岡山県道 404号 都留岐吉永停車場線  

岡山県道 405号 山田槌ヶ原線  

岡山県道 406号 寄島笠岡線  

岡山県道 407号 野上矢掛線 

岡山県道 408号 東水砂矢掛線 

岡山県道 409号 大野部哲多線 

（欠番）  

岡山県道 411号 垂水追分線 

岡山県道 412号 福井美作大崎停車場線 

岡山県道 413号 安井津山線 

岡山県道 414号 福本和気線 

岡山県道 415号 工門勝央線 

（欠番）  

岡山県道 417号 和気吉井線 

岡山県道 418号 鶴海港坂田線 

岡山県道 419号 日比港線 

（欠番）  

岡山県道 421号 総社停車場線 

岡山県道 422号 蒜山高原線 

岡山県道 423号 福渡停車場線 

（欠番）  

岡山県道 425号 磯上備前線 

岡山県道 426号 多麻滝宮線 

岡山県道 427号 槌ヶ原日比線 

岡山県道 428号 倉敷西環状線 

（欠番）  

岡山県道 430号 玉島黒崎金光線 

岡山県道 431号 六条院東里庄線 

岡山県道 432号 大島中新庄線 

岡山県道 433号 青島新開神島外港線 

岡山県道 434号 小坂西六条院中線 

岡山県道 435号 宇治長屋線 

岡山県道 436号 布寄下原線 

岡山県道 437号 下郷惣田線 

岡山県道 438号 西山布寄線 

（欠番）  

岡山県道 440号 上有漢北房線 

岡山県道 441号 下神代哲多線 

岡山県道 442号 豊永赤馬長屋線 

岡山県道 443号 大井野千屋花見線 

（欠番）  

岡山県道 445号 下和奥津川西線 

（欠番）  

岡山県道 447号 粟谷美甘線 

（欠番）  

岡山県道 449号 押淵皿線 
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岡山県道 450号 三浦勝北線 

岡山県道 451号 和田北鶴田線 

岡山県道 452号 小原船頭線 

岡山県道 453号 宮地鹿瀬線 

（欠番）  

岡山県道 455号 小山桑上線 

岡山県道 456号 下籾三明寺線 

岡山県道 457号 吉田御津線 

（欠番）  

岡山県道 459号 若代神代線 

（欠番）  

岡山県道 461号 矢原国ヶ原線 

岡山県道 462号 王子ヶ岳線 

岡山県道 463号 長谷小串線 

岡山県道 464号 服部射越線 

岡山県道 465号 大平山坂田線 

岡山県道 466号 田井新港線 

岡山県道 467号 上二ヶ小鎌線 

岡山県道 468号 平岡小鎌線 

岡山県道 469号 倉敷総社線 

岡山県道 470号 柳井原上二万線 

岡山県道 471号 南浦金光線 

岡山県道 472号 槙谷北線 

岡山県道 473号 上大竹高山線 

岡山県道 474号 土橋井倉線 

岡山県道 475号 本郷石蟹線 

岡山県道 476号 横野滝線 

岡山県道 477号 金屋国分寺線 

岡山県道 478号 大田上横野線 

岡山県道 479号 瀬戸宗掛線 

（欠番）  480-555 

岡山県道・兵庫県道 556号 後山上石井線 

（欠番）  557-699 

岡山県道 700号 岡山総社自転車道線 

岡山県道 701号 岡山賀陽自転車道線 

岡山県道 702号 八束川上自転車道線 

岡山県道 703号 備前柵原自転車道線 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R34:広島県道一覧 
 

山口県道・広島県道 1号 岩国大竹線 

山口県道・広島県道 2号 岩国佐伯線 

岡山県道・広島県道 3号 井原福山港線 

広島県道・島根県道 4号 甲田作木線 

島根県道・広島県道 5号 浜田八重可部線 

広島県道・島根県道 6号 吉田邑南線 

島根県道・広島県道 7号 浜田作木線 

（欠番）  

岡山県道・広島県道 9号 芳井油木線 

（欠番）  

島根県道・広島県道 11号 旭戸河内線 

岡山県道・広島県道 12号 足立東城線 

（欠番）  13-20 

広島県道 21号 加茂油木線 

広島県道 22号 福山鞆線 

広島県道 23号 庄原東城線 

広島県道 24号 府中上下線 

広島県道 25号 三原東城線 

広島県道 26号 新市七曲西城線 

広島県道 27号 吉舎油木線 

広島県道 28号 吉舎豊栄線 

広島県道 29号 吉田豊栄線 

広島県道 30号 廿日市佐伯線 

広島県道 31号 呉平谷線 

広島県道 32号 安芸津下三永線 

広島県道 33号 瀬野川福富本郷線 

広島県道 34号 矢野安浦線 

広島県道 35号 音戸倉橋線 

広島県道 36号 高田沖美江田島線 

広島県道 37号 広島三次線 

広島県道 38号 広島豊平線 

広島県道 39号 三次高野線 

広島県道 40号 安佐豊平芸北線 

広島県道 41号 五日市筒賀線 

広島県道 42号 大竹湯来線 

広島県道 43号 厳島公園線 

広島県道 44号 江田島大柿線 

広島県道 45号 三次大和線 

広島県道 46号 東広島白木線 

広島県道 47号 鞆松永線 

広島県道 48号 府中松永線 

広島県道 49号 本郷大和線 

広島県道 50号 本郷久井線 

広島県道 51号 甲山甲奴上市線 

広島県道 52号 世羅甲田線 

広島県道 53号 沼隈横田港線 

広島県道 54号 福山尾道線 

広島県道 55号 尾道三原線 

広島県道 56号 府中世羅三和線 

広島県道 57号 東城西城線 

広島県道 58号 西城比和線 

広島県道 59号 東広島本郷忠海線 

広島県道 60号 大和福富線 

広島県道 61号 三次庄原線 

広島県道 62号 庄原作木線 

広島県道 63号 三次三和線 

広島県道 64号 三次美土里線 

広島県道 65号 大崎上島循環線 

広島県道 66号 呉環状線 

広島県道 67号 馬木八本松線 

広島県道 68号 大林井原線 

広島県道 69号 千代田八千代線 

広島県道 70号 広島中島線 

広島県道 71号 広島湯来線  

広島県道 72号 福山沼隈線  

広島県道 73号 広島空港線  

広島県道 74号 下蒲刈川尻線    安芸灘諸島連絡架橋 

広島県道 75号 三原竹原線  

広島県道 76号 神辺大門線  

広島県道 77号 久地伏谷線  

広島県道 78号 三良坂総領線  

広島県道 79号 芸北大朝線  

広島県道 80号 東広島向原線  

広島県道 81号 生口島循環線  

広島県道 82号 広島空港本郷線  

広島県道 83号 志和インター線  

広島県道 84号 東海田広島線  

広島県道 85号 下瀬野海田線  

広島県道 86号 翠町仁保線  

（欠番）  87-101 

広島県道・岡山県道 102号 下御領井原線 

広島県道・岡山県道 103号 七曲井原線 

広島県道・岡山県道 104号 坂瀬川芳井線 

広島県道・岡山県道 105号 前原谷仙養線 

岡山県道・広島県道 106号 布賀油木線 
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広島県道・岡山県道 107号 奈良備中線 

岡山県道・広島県道 108号 大野部東城線 

島根県道・広島県道 109号 邑南高宮線 

島根県道・広島県道 110号 奥出雲高野線 

（欠番）  

広島県道・島根県道 112号 三次江津線 

島根県道・広島県道 113号 都川中野線 

島根県道・広島県道 114号 今福芸北線 

島根県道・広島県道 115号 波佐芸北線 

広島県道・山口県道 116号 大竹美和線 

山口県道・広島県道 117号 乙瀬小方線 

（欠番）  

広島県道・山口県道 119号 佐伯錦線 

広島県道 120号 中庄土生線 

広島県道 121号 大君深江線 

広島県道・山口県道 122号 大竹和木線 

（欠番）  123-150  

広島県道 151号 府中海田線 

広島県道 152号 府中祇園線 

（欠番）  

広島県道 154号 大和久井線 

広島県道 155号 三原本郷線 

広島県道 156号 御調久井線 

広島県道 157号 松永新市線 

広島県道 158号 尾道新市線 

（欠番）  159-160 

広島県道 161号 三和大和線 

（欠番）  162-163 

広島県道 164号 広島海田線 

（欠番） 165-169 

広島県道 170号 厳島港厳島神社線 

（欠番）  171-173 

広島県道 174号 瀬野呉線 

（欠番）  

広島県道 176号 小河原志和線 

広島県道 177号 下佐東線 

（欠番）  

広島県道 179号 下北甲田線 

（欠番）  

広島県道 181号 下御領新市線 

（欠番）  182-185 

広島県道 186号 新市三次線 

広島県道 187号 浜田仁保線 

（欠番）  

広島県道 189号 福山上御領線 

（欠番）  190-192 

広島県道 193号 本郷停車場線 

広島県道 194号 西高屋停車場線 

広島県道 195号 西条停車場線 

広島県道 196号 安芸中野停車場線 

広島県道 197号 海田市停車場線 

広島県道 198号 向洋停車場線 

広島県道 199号 五日市停車場線 

広島県道 200号 廿日市停車場線 

広島県道 201号 玖波停車場線 

広島県道 202号 大竹停車場線 

広島県道 203号 安芸阿賀停車場線 

広島県道 204号 安登停車場線 

広島県道 205号 安浦停車場線 

広島県道 206号 風早停車場線 

広島県道 207号 安芸津停車場線 

広島県道 208号 吉名停車場線 

広島県道 209号 大乗停車場線 

広島県道 210号 安芸幸崎停車場線 

広島県道 211号 須波停車場線 

広島県道 212号 吉田口停車場線 

広島県道 213号 横尾停車場線 

広島県道 214号 神辺停車場線 

広島県道 215号 道上停車場中野線 

広島県道 216号 戸手停車場線 

広島県道 217号 新市停車場線 

広島県道 218号 府中停車場線 

（欠番）  219-220 

広島県道 221号 上下停車場線 

広島県道 222号 甲奴停車場線 

広島県道 223号 吉舎停車場線 

広島県道 224号 三良坂停車場線 

広島県道 225号 塩町停車場線 

広島県道 226号 井原市停車場線 

広島県道 227号 志和地停車場線 

広島県道 228号 三次停車場線 

広島県道 229号 神杉停車場線 

広島県道 230号 山内停車場線 

広島県道 231号 庄原停車場線 

広島県道 232号 高停車場線 

広島県道 233号 備後西城停車場線 

広島県道 234号 備後落合停車場線 

広島県道 235号 道後山停車場線 

広島県道 236号 小奴可停車場線 

広島県道 237号 備後八幡停車場線 

広島県道 238号 東城停車場線 

（欠番）  

広島県道 240号 可部停車場線 

（欠番）  

広島県道 242号 呉港線 

広島県道 243号 広島港線 

広島県道 244号 福山港線 

広島県道 245号 糸崎港線 

広島県道 246号 竹原港線 

広島県道 247号 廿日市港線 

広島県道 248号 野呂山公園線 

広島県道 249号 三段峡線 

広島県道 250号 道後山公園線 

広島県道 251号 後山公園洗谷線 

広島県道 252号 恐羅漢公園線 

広島県道 253号 南原峡線 

広島県道 254号 比婆山公園線 

広島県道 255号 比婆山公園森脇線 

広島県道 256号 比婆山県民の森線 

（欠番）  257-258 

広島県道 259号 帝釈峡井関線 

広島県道 260号 福山港松浜線 

広島県道 261号 仁方港線 

広島県道 262号 南観音観音線 

（欠番）  

広島県道 264号 中山尾長線 

広島県道 265号 伴広島線 

（欠番）  

広島県道 267号 宇津可部線 

広島県道 268号 勝木安古市線 

広島県道 269号 今井田緑井線 

広島県道 270号 八木緑井線 

広島県道 271号 八木広島線 

広島県道 272号 上宮町新地線 

（欠番）  

広島県道 274号 瀬野船越線 

広島県道 275号 坂小屋浦線 

広島県道 276号 矢野海田線 

広島県道 277号 古市広島線 

広島県道 278号 焼山吉浦線 

広島県道 279号 広仁方停車場線 

（欠番）  

広島県道 281号 広停車場線 

（欠番）  

広島県道 283号 倉橋大向釣士田港線 
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（欠番）  

広島県道 285号 宮ノ口瀬戸線 

広島県道 286号 中大迫清田線 

広島県道 287号 上蒲刈島循環線 

広島県道 288号 見戸代大地蔵線 

広島県道 289号 栗谷大野線 

広島県道 290号 原田五日市線 

広島県道 291号 長野葛原線 

広島県道 292号 川角佐伯線 

広島県道 293号 本多田佐伯線 

広島県道 294号 虫道廿日市線 

広島県道 295号 助藤津田線 

広島県道 296号 吉和戸河内線 

広島県道 297号 石風呂切串線 

広島県道 298号 鷲部小用線 

広島県道 299号 秋月飛渡瀬線 

広島県道 300号 深江柿浦線 

広島県道 301号 澄合豊平線 

広島県道 302号 橋山下山線 

広島県道 303号 上筒賀津浪線 

広島県道 304号 中筒賀下線 

広島県道 305号 弁財天加計線 

広島県道 306号 小原猪山線 

広島県道 307号 八幡雲耕線 

広島県道 308号 溝口加計線 

広島県道 309号 小河内都志見線 

（欠番）  

広島県道 311号 新庄千代田線 

広島県道 312号 志路原大朝線 

広島県道 313号 烏帽子中原線 

広島県道 314号 七曲千代田線 

広島県道 315号 下石八重線 

広島県道 316号 都志見千代田線 

（欠番）  

広島県道 318号 上入江吉田線 

広島県道 319号 勝田吉田線 

広島県道 320号 浅塚横田線 

広島県道 321号 金屋壬生線 

広島県道 322号 北船木線 

広島県道 323号 中北川根線 

（欠番）  

広島県道 325号 船木上福田線 

広島県道 326号 原田吉田線 

広島県道 327号 古屋吉田線 

広島県道 328号 志和口向原線 

広島県道 329号 飯田吉行線 

広島県道 330号 上三永竹原線 

広島県道 331号 下三永吉川線 

広島県道 332号 吉川西条線 

広島県道 333号 岡郷東市之堂線 

広島県道 334号 小多田安浦線 

広島県道 335号 津江八本松線 

広島県道 336号 津江郷原線 

（欠番）  

広島県道 338号 吉川大多田線 

（欠番）  

広島県道 340号 下竹仁久芳線 

広島県道 341号 吉原清武線 

広島県道 342号 別府河内線 

広島県道 343号 下徳良本郷線 

広島県道 344号 大草三原線 

広島県道 345号 上徳良久井線 

（欠番）  

広島県道 347号 河戸豊栄線 

広島県道 348号 小田白市線 

（欠番）  

広島県道 350号 造賀八本松線 

広島県道 351号 造賀田万里線 

広島県道 352号 高屋河戸線 

広島県道 353号 内海三津線 

広島県道 354号 豊島線 

広島県道 355号 大崎下島循環線 

広島県道 356号 豊浜蒲刈線 

広島県道 357号 大西大西港線 

広島県道 358号 大田木ノ江線 

（欠番）  359-360 

広島県道 361号 佐木島線 

広島県道 362号 小泉本郷線 

広島県道 363号 栗原長江線 

（欠番）  

広島県道 365号 戸崎下組線 

広島県道 366号 西浦三庄田熊線 

広島県道 367号 中庄重井線 

（欠番）  

広島県道 369号 南方竹原線 

広島県道 370号 高根島線 

（欠番）  

広島県道 372号 林御寺線 

（欠番）  

広島県道 374号 羽和泉室町線 

広島県道 375号 吉田丸門田線 

広島県道 376号 立花池田線 

広島県道 377号 向島循環線 

広島県道 378号 御幸松永線 

広島県道 379号 坪生福山線 

広島県道 380号 水呑手城線 

広島県道 381号 熊野瀬戸線 

広島県道 382号 熊野松永線 

広島県道 383号 篠根高尾線 

広島県道 384号 下川辺尾道線 

広島県道 385号 内浦箱崎港線 

広島県道 386号 田島循環線 

広島県道 387号 横島循環線 

広島県道 388号 木野山府中線 

広島県道 389号 草深古市松永線 

広島県道 390号 三谷神辺線 

広島県道 391号 加茂福山線 

広島県道 392号 中野駅家線 

広島県道 393号 粟根神辺線 

（欠番）  

広島県道 395号 川南近田線 

広島県道 396号 柞磨駅家線 

広島県道 397号 福田戸手線 

広島県道 398号 新山府中線 

広島県道 399号 金丸府中線 

広島県道 400号 藤尾井関線 

（欠番）  

広島県道 402号 金丸市場線 

広島県道 403号 別迫上下線 

広島県道 404号 小谷宇津戸線 

広島県道 405号 東上原中原線 

広島県道 406号 宇津戸八幡線 

広島県道 407号 徳市津口線 

広島県道 408号 中安田田打線 

広島県道 409号 津口国兼線 

（欠番）  

広島県道 411号 木割谷小吹線 

広島県道 412号 牧油木線 

（欠番）  

広島県道 414号 高光総領線 

広島県道 415号 草木高光線 

広島県道 416号 三和油木線 

広島県道 417号 小畠荒谷線 

広島県道 418号 井関加茂線 

広島県道 419号 坂瀬川駅家線 



 １１０ 

広島県道 420号 木頃井永線 

広島県道 421号 矢多田阿字線 

広島県道 422号 中領家庄原線 

広島県道 423号 原谷神石線 

広島県道 424号 甲奴インター線 

広島県道 425号 梶田三良坂線 

広島県道 426号 太郎丸吉舎線 

広島県道 427号 宇賀矢野線 

広島県道 428号 宇賀安田線 

広島県道 429号 若屋秋町線 

広島県道 430号 糸井塩町線 

広島県道 431号 和知塩町線 

広島県道 432号 青河江田川之内線 

広島県道 433号 穴笠三次線 

広島県道 434号 和知三次線 

広島県道 435号 木呂田本郷線 

広島県道 436号 香淀三次線 

広島県道 437号 大津横谷線 

広島県道 438号 羽出庭向原線 

（欠番）  

広島県道 440号 羽出庭三良坂線 

広島県道 441号 七塚三良坂線 

広島県道 442号 実留山内線 

広島県道 443号 実留春田線 

広島県道 444号 油木小奴可線 

広島県道 445号 中迫川北線 

広島県道 446号 植木三坂線 

広島県道 447号 始終森線 

広島県道 448号 下千鳥小奴可停車場線 

（欠番）  

広島県道 450号 内堀備後八幡停車場線 

広島県道 451号 三坂手入線 

広島県道 452号 帝釈未渡相渡線 

（欠番） 453-454 

広島県道 455号 金田平和線 

広島県道 456号 下門田泉吉田線 

（欠番）  

広島県道 458号 川北七塚線 

広島県道 459号 矢口安古市線 

広島県道 460号 栗谷河津原線 

広島県道 461号 白砂玖島線 

広島県道 462号 百谷新市線 

広島県道 463号 津之郷山守線 

広島県道 464号 竹原吉名線 

広島県道 465号 川尻安浦線  

広島県道 466号 向島因島瀬戸田自転車道線  

広島県道 467号 庄原新市線  

広島県道 468号 河内停車場線  

広島県道 469号 廿日市環状線  

広島県道 470号 三次インター線  

広島県道 471号 所山潮原線  

広島県道 472号 広島東インター線 （広島高速 1号線） 

広島県道 473号 府中仁保線 （広島高速 2号線） 

広島県道 474号 温品二葉の里線 （広島高速 5号線） 
 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R35:山口県道一覧 
 

山口県道・広島県道 1号 岩国大竹線 

山口県道・広島県道 2号 岩国佐伯線 

山口県道・島根県道 3号 新南陽津和野線 

山口県道 4号 大島環状線 

山口県道 5号 周東美川線 

山口県道 6号 山口宇部線 

山口県道 7号 柳井周東線 

山口県道 8号 徳山光線 

山口県道 9号 徳山徳地線 

山口県道 10号 山口福栄須佐線 

山口県道 11号 萩篠生線 

山口県道・島根県道 12号 鹿野吉賀線 

山口県道・島根県道 13号 萩津和野線 

島根県道・山口県道 14号 益田阿武線 

山口県道 15号 岩国玖珂線 

島根県道・山口県道 16号 六日市錦線 

島根県道・山口県道 17号 津和野田万川線 

（欠番）  18-20 

山口県道 21号 山口防府線 

山口県道 22号 光柳井線 

山口県道 23号 光上関線 

山口県道 24号 防府徳地線 

山口県道 25号 宇部防府線 

山口県道 26号 山口鹿野線 

山口県道 27号 山口徳山線 

山口県道 28号 小郡三隅線 

山口県道 29号 宇部船木線 

山口県道 30号 小野田美東線 

山口県道 31号 美東秋芳西寺線 

山口県道 32号 萩秋芳線 

山口県道 33号 下関美祢線 

山口県道 34号 下関長門線 

山口県道 35号 豊浦菊川線 

山口県道 36号 秋芳三隅線 

山口県道 37号 宇部美祢線 

山口県道 38号 美祢油谷線 

山口県道 39号 粟野二見線 

山口県道 40号 豊浦清末線 

山口県道 41号 下松鹿野線 

（欠番）   42-50 

山口県道 50号 岩国停車場線 

山口県道 51号 下松停車場線 

山口県道 52号 徳山港線 

山口県道 53号 徳山停車場線 

山口県道 54号 防府停車場線 

山口県道 55号 宇部港線 

山口県道 56号 仙崎港線 

山口県道 57号 下関港線 

山口県道 58号 防府環状線 

山口県道 59号 岩国錦線 

山口県道 60号 橘東和線 

山口県道 61号 山口小郡秋穂線 

山口県道 62号 山口旭線 

山口県道 63号 下松田布施線 

山口県道 64号 萩三隅線 

山口県道 65号 山陽豊田線 

山口県道 66号 長門油谷線 

山口県道 67号 萩川上線 

山口県道 68号 光日積線 

山口県道 69号 徳山本郷線 

山口県道 70号 柳井玖珂線 

山口県道 71号 小野田山陽線 

山口県道 72号 柳井上関線 

（欠番）  73-100 

山口県道 101号 嵩山久賀港線 

（欠番）  

山口県道 103号 大島橘線 

山口県道 104号 飯の山公園線 



 １１１ 

（欠番）  

山口県道 106号 文珠山公園線 

（欠番）  

山口県道 108号 地家室白木港線 

山口県道 109号 白木山線 

山口県道 110号 岩国錦帯橋空港線 

山口県道 111号 岩国美和線 

山口県道 112号 藤生停車場錦帯橋線 

山口県道 113号 南岩国停車場磯崎線 

山口県道 114号 新岩国停車場線 

山口県道 115号 通津周東線 

広島県道・山口県道 116号 大竹美和線 

山口県道・広島県道 117号 乙瀬小方線 

山口県道 118号 南岩国尾津線 

広島県道・山口県道 119号 佐伯錦線 

山口県道・島根県道 120号 須川吉賀線 

山口県道 121号 羅漢山公園宇佐郷線 

広島県道・山口県道 122号 大竹和木線 

島根県道・山口県道 123号 柿木山口線 

島根県道・山口県道 124号 津和野須佐線 

山口県道 125号 蜂ヶ峯公園線 

（欠番）   126-129 

山口県道 130号 本郷周東線 

山口県道 131号 本郷五味線 

（欠番）  

山口県道 133号 根笠周東線 

山口県道 134号 秋掛錦線 

山口県道 135号 北中山岩国線 

山口県道 136号 上久原藤生停車場線 

山口県道 137号 玖珂停車場線 

山口県道 138号 周東田布施線 

山口県道 139号 三瀬川下松線 

山口県道 140号 獺越下松線 

山口県道 141号 祖生通津停車場線 

山口県道 142号 久杉高水停車場線 

山口県道 143号 周防高森停車場線 

山口県道 144号 光玖珂線 

（欠番）  

山口県道 146号 室積公園線 

（欠番）  147-148 

（欠番）  

山口県道 149号 柳井由宇線 

山口県道 150号 銭壺山公園線 

山口県道 151号 伊陸大畠港線 

山口県道 152号 伊保庄平生線 

山口県道 153号 木部柳井線 

（欠番）  

山口県道 155号 東浦西浦線 

（欠番）  156-157 

山口県道 158号 佐田中田布施線 

山口県道 159号 束荷一ノ瀬線 

山口県道 160号 石城山公園線 

山口県道 161号 岩田停車場線 

山口県道 162号 石城山光線 

山口県道 163号 別府田布施停車場線 

山口県道 164号 平生港田布施線 

山口県道 165号 大野南長迫線 

山口県道 166号 八代温見線 

山口県道 167号 高水停車場線 

山口県道 168号 勝間停車場線 

山口県道 169号 湯野山畑線 

山口県道 170号 粭島櫛ヶ浜停車場線 

（欠番）  

山口県道 172号 徳山新南陽線 

山口県道 173号 笠戸島線 

山口県道 174号 笠戸島公園線 

（欠番）  

山口県道 176号 周防花岡停車場線 

（欠番）  

山口県道 178号 新南陽停車場線 

山口県道 179号 金峰徳山線 

山口県道 180号 串夜市線 

（欠番）  181-182 

山口県道 183号 中ノ関港新田線 

山口県道 184号 三田尻港徳地線 

山口県道 185号 防府停車場向島線 

山口県道 186号 防府停車場大藪線 

山口県道 187号 高井大道停車場線 

（欠番）  

山口県道 189号 富海停車場線 

山口県道 190号 中ノ関港線 

（欠番）  

山口県道 192号 串戸田線 

（欠番）  

山口県道 194号 山口秋穂線 

（欠番）  

山口県道 196号 宮野上佐々並線 

山口県道 197号 仁保中郷奈美線 

（欠番）  

山口県道 199号 開作上嘉川停車場線 

山口県道 200号 陶湯田線 

山口県道 201号 宮野上山口停車場線 

山口県道 202号 香山園公園線 

山口県道 203号 厳島早間田線 

山口県道 204号 宮野大歳線 

山口県道 205号 山口停車場線 

山口県道 206号 湯田停車場線 

（欠番）  

山口県道 208号 四辻停車場線 

（欠番）   209-211 

山口県道 212号 山口阿知須宇部線 

山口県道 213号 きらら浜沖の原線 

山口県道 214号 新山口停車場長谷線 

山口県道 215号 宇部停車場線 

山口県道 216号 善和阿知須線 

山口県道 217号 小野木田線 

（欠番）  

山口県道 219号 西岐波吉見線 

山口県道 220号 宇部空港線 

（欠番）  

山口県道 222号 小野田停車場線 

山口県道 223号 小野田港線 

山口県道 224号 西万倉山陽線 

山口県道 225号 船木津布田線 

山口県道 226号 津布田郡線 

山口県道 227号 厚狭停車場郡線 

山口県道 228号 厚狭停車場線 

山口県道 229号 埴生停車場線 

山口県道 230号 伊佐吉部山口線 

山口県道 231号 美祢小郡線 

山口県道 232号 奥万倉山陽線 

山口県道 233号 美祢菊川線 

（欠番）  

山口県道 235号 豊田前東厚保線 

（欠番）   236-238 

山口県道 239号 銭屋美祢線 

山口県道 240号 湯ノ口美祢線 

山口県道 241号 秋吉台絵堂線 

山口県道 242号 秋吉台公園線 

（欠番）  

山口県道 244号 下関川棚線 

山口県道 245号 永田郷室津川棚線 

山口県道 246号 長府前田線 

山口県道 247号 安岡港長府線 

山口県道 248号 下関港安岡線 
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（欠番）  

山口県道 250号 南風泊港線 

山口県道 251号 田ノ首下関線 

山口県道 252号 福浦港金比羅線 

山口県道 253号 小月停車場線 

山口県道 254号 長府停車場線 

山口県道 255号 田倉新下関停車場線 

山口県道 256号 綾羅木停車場線 

山口県道 257号 安岡停車場線 

山口県道 258号 武久椋野線 

山口県道 259号 新下関停車場稗田線 

山口県道 260号 宇賀山陽線 

山口県道 261号 豊浦久野線 

山口県道 262号 豊浦豊田線 

山口県道 263号 小串停車場線 

（欠番）  

山口県道 265号 七見小月線 

山口県道 266号 日野吉田線 

山口県道 267号 中ノ川於福停車場線 

山口県道 268号 豊田三隅線 

山口県道 269号 豊田粟野港線 

山口県道 270号 田耕湯玉停車場線 

（欠番）  

山口県道 272号 滝部停車場線 

（欠番）  273-274 

山口県道 275号 島戸港線 

山口県道 276号 角島神田線 

山口県道 277号 長門市停車場線 

（欠番） 278-279 

山口県道 280号 長門秋芳線 

山口県道 281号 俵山長門古市停車場線 

山口県道 282号 仙崎停車場小浜線 

山口県道 283号 青海島線 

（欠番）  

山口県道 285号 野波瀬港線 

山口県道 286号 日置上油谷線 

山口県道 287号 長門三隅線 

（欠番）   288-292 

山口県道 293号 萩長門峡線 

山口県道 294号 笠山越ヶ浜線 

山口県道 295号 萩城趾線 

山口県道 296号 三見停車場三見市線 

（欠番）   297-298 

山口県道 299号 萩港線 

山口県道 300号 宇津本村線 

（欠番）  

山口県道 302号 福田下宇田線 

山口県道 303号 福田下惣郷線 

山口県道 304号 江崎停車場線 

山口県道 305号 須佐湾高山尾浦線 

山口県道 306号 弥富小川線 

山口県道 307号 佐々並美東線 

山口県道 308号 明木美東線 

山口県道 309号 佐々並町絵美東線 

山口県道 310号 迫田篠目停車場線 

山口県道 311号 篠目徳佐下線 

山口県道 312号 矢代佐々並線 

（欠番）  

山口県道 314号 徳佐停車場線 

山口県道 315号 吉部下萩線 

山口県道 316号 高佐下阿武線 

山口県道 317号 高佐下阿東線 

（欠番）  

山口県道 319号 大河内地吉線 

山口県道 320号 塩田中山線 

山口県道 321号 和田上村線 

（欠番）  

山口県道 323号 下関停車場線 

（欠番）  

山口県道 325号 宇津払子本村線 

（欠番）  

山口県道 327号 狗留孫山公園線 

山口県道 328号 福井上蔵目喜線 

（欠番）  

山口県道 330号 祝島線 

（欠番）  

山口県道 332号 十種ヶ峰線 

山口県道 333号 奥秋吉台公園線 

山口県道 334号 引谷篠目線 

山口県道 335号 江崎陶線 

山口県道 336号 東厚保大嶺線 

山口県道 337号 田万川須佐線 

山口県道 338号 大海秋穂二島線 

山口県道 339号 東吉部秋吉線 

（欠番）  

山口県道 341号 大嶺於福線 

山口県道 342号 琴芝際波線 

山口県道 343号 宇田須佐線 

山口県道 344号 吉部下篠目線 

（欠番）  

山口県道 346号 光井島田線 

山口県道 347号 下松新南陽線 

山口県道 348号 大内右田線 

山口県道 349号 江汐公園線 

（欠番）  

山口県道 351号 油田港線 

山口県道 352号 秋穂港線 

山口県道 353号 新山口停車場上郷線 

山口県道 354号 妻崎開作小野田線 

山口県道 355号 奥万倉厚狭線 

山口県道 356号 久津小田線 

山口県道 357号 油谷港線 

山口県道 358号 人丸停車場線 

山口県道 359号 大下日南瀬線 

山口県道 360号 笹尾筏場線 

山口県道 361号 錦鹿野線 

山口県道 362号 白木漁港佐連線 

（欠番）   363-365 

山口県道 366号 徳山下松線 

（欠番）   367-500 

山口県道 501号 山口秋吉台公園自転車道線 

山口県道 502号 山口防府小郡自転車道線 

山口県道 503号 佐波川自転車道線 
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R36:徳島県道一覧 
 

徳島県道 1号 徳島引田線 香川県越境路線 

徳島県道 2号 津田川島線 香川県越境路線 

徳島県道 3号 志度山川線 香川県越境路線 

徳島県道 4号 丸亀三好線 香川県越境路線 

徳島県道 5号 観音寺池田線 香川県越境路線 

徳島県道 6号 込野観音寺線 香川県越境路線 

徳島県道 7号 美馬塩江線 香川県越境路線 

徳島県道 8号 観音寺佐野線 香川県越境路線 

（欠番） 9-10  

徳島県道 11号 鳴門公園線  
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徳島県道 12号 鳴門池田線  

徳島県道 13号 徳島停車場線  

徳島県道 14号 松茂吉野線  

徳島県道 15号 徳島吉野線  

徳島県道 16号 徳島上那賀線  

徳島県道 17号 小松島港線 

徳島県道 18号 勝浦佐那河内線 

徳島県道 19号 阿南鷲敷日和佐線 

徳島県道 20号 石井神山線 

徳島県道 21号 神山鮎喰線 

徳島県道 22号 阿南勝浦線 

徳島県道 23号 富岡港線 

徳島県道 24号 羽ノ浦福井線 

徳島県道 25号 日和佐小野線 

徳島県道 26号 由岐大西線 

徳島県道 27号 阿南那賀川線 

徳島県道 28号 阿南小松島線 

徳島県道 29号 徳島環状線 

徳島県道 30号 徳島鴨島線 

徳島県道 31号 鴨島神山線 

徳島県道 32号 山城東祖谷山線 

徳島県道 33号 小松島佐那河内線  

徳島県道 34号 石井引田線 香川県越境路線 

徳島県道 35号 阿南相生線  

徳島県道 36号 日和佐上那賀線  

徳島県道 37号 牟岐海南線  

徳島県道 38号 沖ノ洲徳島本町線  

徳島県道 39号 徳島鳴門線  

徳島県道 40号 徳島空港線  

徳島県道 41号 徳島北灘線  

徳島県道 42号 瀬戸撫養線  

徳島県道 43号 神山川島線  

徳島県道 44号 三加茂東祖谷山線  

徳島県道 45号 西祖谷山山城線  

徳島県道 101号 船津野根線 高知県越境路線 

徳島県道 102号 引田滝宮線 香川県越境路線 

（欠番） 103-104  

徳島県道 105号 多和脇線 香川県越境路線 

徳島県道 106号 穴吹塩江線 香川県越境路線 

（欠番）   

徳島県道 108号 勝浦三野線 香川県越境路線 

（欠番） 109-112  

徳島県道 113号 東祖谷山大杉停車場線 高知県越境路線 

（欠番） 114-119  

徳島県道 120号 徳島小松島線 国道 55号旧道を移管 

徳島県道 121号 藍住吉成停車場線  

徳島県道 122号 板野川島線  

徳島県道 123号 神山国府線  

徳島県道 124号 阿野上線  

徳島県道 125号 市場学停車場線  

徳島県道 126号 半田貞光線 国道 192号旧道を移管 

徳島県道 127号 美馬半田線  

徳島県道 128号 阿南羽ノ浦線  

徳島県道 129号 津田インター線 

徳島県道 130号 大林津乃峰線 

徳島県道 131号 美馬貞光線 

徳島県道 132号 三加茂三好線 

（欠番） 133-134 

徳島県道 135号 牟岐港牟岐停車場線 

徳島県道 136号 宮倉徳島線 

徳島県道 137号 土成徳島線 

徳島県道 138号 香美吉野線 

徳島県道 139号 船戸切幡上板線 

徳島県道 140号 大利辻線 

徳島県道 141号 大林那賀川阿南線 

（欠番） 142-145 

徳島県道 146号 鶴林寺線 

徳島県道 147号 日和佐牟岐線 

徳島県道 148号 中部山渓轟公園線 

徳島県道 149号 腕山宮石線 

徳島県道 150号 佐古停車場線 

徳島県道 151号 蔵本停車場線 

徳島県道 152号 府中停車場線 

徳島県道 153号 石井停車場線 

徳島県道 154号 牛島停車場線 

徳島県道 155号 鴨島停車場線 

徳島県道 156号 阿波川島停車場線 

徳島県道 157号 小島停車場線 

徳島県道 158号 貞光停車場線 

徳島県道 159号 阿波半田停車場線 

（欠番）  

徳島県道 161号 阿波池田停車場線 

徳島県道 162号 箸蔵停車場線 

徳島県道 163号 大歩危停車場線 

徳島県道 164号 阿波大宮停車場線 

徳島県道 165号 板野停車場線 

徳島県道 166号 板東停車場線 

徳島県道 167号 北島池谷停車場線 

徳島県道 168号 地蔵橋停車場線 

徳島県道 169号 中田停車場線 

（欠番）  

徳島県道 171号 立江停車場線 

徳島県道 172号 羽ノ浦停車場線 

徳島県道 173号 阿南停車場線 

徳島県道 174号 見能林停車場線 

徳島県道 175号 阿波橘停車場線 

徳島県道 176号 新野停車場線 

徳島県道 177号 由岐停車場線 

徳島県道 178号 小松島港南小松島停車場線 

（欠番） 179-180 

徳島県道 181号 川内埠頭線 

徳島県道 182号 瀬戸港線 

徳島県道 183号 亀浦港櫛木線 

徳島県道 184号 粟津港撫養線 

徳島県道 185号 粟津港線 

（欠番）  

徳島県道 187号 長原港線 

徳島県道 188号 今切港線 

徳島県道 189号 沖ノ洲埠頭線 

徳島県道 190号 徳島港線 

徳島県道 191号 富岡港南島線 

（欠番）  

徳島県道 193号 中林港線 

徳島県道 194号 由岐港線 

徳島県道 195号 日和佐港線 

徳島県道 196号 浅川港線 

徳島県道 197号 鞆奥港線 

徳島県道 198号 阿波土柱線 

徳島県道 199号 脇三谷線 

徳島県道 200号 蒲生田福井線 

（欠番） 201-202 

徳島県道 203号 鮎喰新浜線 

徳島県道 204号 徳島東インター線 

徳島県道 205号 西黒田府中線 

徳島県道 206号 西黒田中村線 

徳島県道 207号 鬼籠野国府線 

徳島県道 208号 一宮下中筋線 

徳島県道 209号 八多法花線 

徳島県道 210号 大谷西須賀線 

（欠番）  

徳島県道 212号 新浜勝浦線 

徳島県道 213号 二條通新港線 

（欠番） 214-215 

徳島県道 216号 花園日開野線 

徳島県道 217号 田野勢合線 
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徳島県道 218号 和田島赤石線 

徳島県道 219号 古川長原港線 

徳島県道 220号 川内大代線 

徳島県道 221号 富吉久木線 

（欠番） 222-224 

徳島県道 225号 檜藍住線 

徳島県道 226号 津慈広島線 

徳島県道 227号 大麻北村線 

徳島県道 228号 大谷櫛木線 

徳島県道 229号 板野インター線 

徳島県道 230号 第十白鳥線 

徳島県道 231号 高原石井線 

徳島県道 232号 平島国府線 

（欠番）  

徳島県道 234号 高瀬神宅線  

徳島県道 235号 宮川内牛島停車場線  

徳島県道 236号 浦池南原線  

徳島県道 237号 切幡川島線  

徳島県道 238号 川島西麻植停車場線  

徳島県道 239号 牛島上下島線 国道 192号旧道を移管 

徳島県道 240号 西麻植下浦線  

（欠番）   

徳島県道 242号 植桜鴨島線  

（欠番）   

徳島県道 244号 山川川島線 国道 192号旧道を移管 

徳島県道 245号 二宮山川線  

徳島県道 246号 仁賀木山瀬停車場線  

徳島県道 247号 船戸山川線 国道 192号旧道を移管 

徳島県道 248号 奥野井阿波山川停車場線  

徳島県道 249号 井上川田線  

徳島県道 250号 三ツ木宮倉線 

徳島県道 251号 脇町曽江線 

徳島県道 252号 大谷脇町線 

徳島県道 253号 山川海南線 

徳島県道 254号 田方穴吹線 

徳島県道 255号 端山調子野線 

徳島県道 256号 上蓮小野線 

徳島県道 257号 蔭名小野線 

徳島県道 258号 小谷西端山線 

徳島県道 259号 一宇古宮線 

徳島県道 260号 中野木屋平線 

徳島県道 261号 菅生伊良原線 

徳島県道 262号 芝生中庄線 

徳島県道 263号 高清貞光線 

徳島県道 264号 出口太刀野線 

徳島県道 265号 腕山花ノ内線 

徳島県道 266号 昼間辻線 

徳島県道 267号 白地州津線 

徳島県道 268号 野呂内三縄停車場線 

徳島県道 269号 三縄停車場黒沢線 

徳島県道 270号 一宇祖谷口停車場線 

徳島県道 271号 粟山殿野線 

徳島県道 272号 上名西宇線 

徳島県道 273号 大京原今津浦和田津線 

徳島県道 274号 坂野羽ノ浦線 

徳島県道 275号 敷地羽ノ浦線 

徳島県道 276号 勝浦羽ノ浦線 

徳島県道 277号 中島古庄線 

徳島県道 278号 蛭子原西の久保線 

徳島県道 279号 中島港線 

（欠番） 280-281 

徳島県道 282号 大井南島線 

徳島県道 283号 和食勝浦線  

徳島県道 284号 山口鉦打線  

徳島県道 285号 戎山中林富岡港線  

徳島県道 286号 津乃峰筒崎線  

徳島県道 287号 福井椿泊加茂前線  

徳島県道 288号 小勝島公園線  

徳島県道 289号 赤松由岐線  

徳島県道 290号 日浦野田線  

徳島県道 291号 竹ガ谷鷲敷線  

徳島県道 292号 西納大久保線  

（欠番）   

徳島県道 294号 北河内奥河内線 国道 55号旧道を移管 

徳島県道 295号 木沢上那賀線  

徳島県道 296号 助上那賀線  

（欠番）   

徳島県道 298号 上皆津奥浦線  

徳島県道 299号 四方原海部線 国道 55号旧道を移管 

徳島県道 300号 芥附海部線  

徳島県道 301号 久尾宍喰浦線  

徳島県道 302号 鯛浜中村線  

（欠番）   

徳島県道 304号 木地屋赤松線  

（欠番）  305-307  

徳島県道 308号 古屋日浦線  

徳島県道 309号 金目宍喰浦線 国道 55号旧道を移管 

（欠番）  310-400  

徳島県道 401号 鳴門徳島自転車道線  

徳島県道 402号 阿南徳島自転車道線  

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R37:香川県道一覧 
 

主要地方道 

徳島県道・香川県道 1号 徳島引田線 

香川県道・徳島県道 2号 津田川島線 

香川県道・徳島県道 3号 志度山川線 

香川県道・徳島県道 4号 丸亀三好線 

香川県道・徳島県道 5号 観音寺池田線 

徳島県道・香川県道 6号 込野観音寺線 

徳島県道・香川県道 7号 美馬塩江線 

香川県道・徳島県道 8号 観音寺佐野線 

香川県道・愛媛県道 9号 大野原川之江線 

香川県道 10号 高松長尾大内線 

（欠番）  

香川県道 12号 三木国分寺線 

香川県道 13号 三木綾川線 

香川県道 14号 屋島公園線 

（欠番）  

香川県道 16号 高松王越坂出線 

香川県道 17号 府中造田線 

香川県道 18号 善通寺府中線 

香川県道 19号 坂出港線 

香川県道 20号 坂出停車場線 

香川県道 21号 丸亀詫間豊浜線 

香川県道 22号 善通寺綾歌線 

香川県道 23号 詫間琴平線 

香川県道 24号 善通寺大野原線 

香川県道 25号 善通寺多度津線 

香川県道 26号 土庄福田線 

香川県道 27号 土庄神懸線 

香川県道 28号 坂手港線 

香川県道 29号 寒霞渓公園線 

香川県道 30号 塩江屋島西線 

香川県道 31号 嶮岨山線 
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（欠番）  

香川県道 33号 高松善通寺線 

徳島県道・香川県道 34号 石井引田線 

香川県道 35号 豊中三野線 

香川県道 36号 高松牟礼線 

香川県道 37号 三木津田線 

香川県道 38号 三木牟礼線 

香川県道 39号 国分寺中通線 

香川県道 40号 白鳥引田線 

香川県道 41号 大内白鳥インター線 

香川県道 42号 小蓑前田東線 

香川県道 43号 中徳三谷高松線 

香川県道 44号 円座香南線 

香川県道 45号 高松空港線 

香川県道 46号 長尾丸亀線 

香川県道 47号 岡田善通寺線 

香川県道 48号 善通寺詫間線 

香川県道 49号 観音寺善通寺線 

（欠番）  

香川県道・徳島県道 102号 引田滝宮線 

（欠番）  103-104 

香川県道・徳島県道 105号 多和脇線 

徳島県道・香川県道 106号 穴吹塩江線 

（欠番）  

香川県道・徳島県道 108号 勝浦三野線 

（欠番）  109-120 

東讃  

香川県道 121号 川股馬宿線 

香川県道 122号 津田引田線 

香川県道 123号 引田港線 

（欠番）  

香川県道 125号 讃岐白鳥停車場線 

香川県道 126号 讃岐白鳥停車場湊線 

香川県道 127号 三本松港線 

香川県道 128号 三本松停車場線 

香川県道 129号 水主三本松線 

香川県道 130号 中村落合線 

香川県道 131号 丹生停車場線 

香川県道 132号 田面入野山線 

香川県道 133号 富田中津田線 

香川県道 134号 讃岐津田停車場線 

香川県道 135号 大串志度線 

香川県道 136号 志度小田津田線 

香川県道 137号 大串鴨部線 

（欠番）  

香川県道 139号 富田中鴨部線 

香川県道 140号 富田西鴨庄線 

香川県道 141号 石田東志度線 

香川県道 142号 造田停車場線 

（欠番） 143-144 

香川県道 145号 八栗原線 

香川県道 146号 八栗牟礼線 

香川県道 147号 太田上町志度線 

香川県道 148号 多和三木線 

（欠番）  

高松地域  

香川県道 150号 屋島停車場屋島公園線 

（欠番）  151-152 

香川県道 153号 大滝上西線 

香川県道 154号 久保谷塩江線 

香川県道 155号 牟礼中新線 

香川県道 156号 西植田高松線 

香川県道 157号 高松東港線 

（欠番）  

香川県道 159号 高松港線 

香川県道 160号 高松港栗林公園線 

香川県道 161号 高松坂出線 

（欠番）  

香川県道 163号 栗林停車場今里線 

香川県道 164号 三谷香川線 

香川県道 165号 東谷岩崎線 

香川県道 166号 岩崎高松線 

香川県道 167号 枌所西中徳線 

（欠番）  168-169 

香川県道 170号 岡本香川線 

香川県道 171号 国分寺太田上町線 

香川県道 172号 川東高松線 

香川県道 173号 高松停車場栗林公園線 

香川県道 174号 千疋高松線 

香川県道 175号 衣掛郷東線 

香川県道 176号 檀紙鶴市線 

香川県道 177号 円座香西線 

香川県道 178号 山崎御厩線 

香川県道 179号 端岡停車場線 

中讃  

香川県道 180号 鴨川停車場五色台線 

（欠番）  

香川県道 182号 千疋西分線 

香川県道 183号 綾川国分寺線 

香川県道 184号 綾川府中線 

香川県道 185号 造田滝宮線 

香川県道 186号 大屋冨築港 

香川県道 187号 林田府中線 

香川県道 188号 城山鴨川線 

香川県道 189号 城山川津線 

香川県道 190号 炭所東琴平線 

香川県道 191号 富熊宇多津線 

香川県道 192号 瀬居坂出港線 

香川県道 193号 川津丸亀線 

香川県道 194号 飯野宇多津線 

香川県道 195号 岡田丸亀線 

（欠番）  

香川県道 197号 財田まんのう線 

（欠番）  

香川県道 199号 炭所西善通寺線 

香川県道 200号 まんのう善通寺線 

香川県道 201号 塩入停車場線 

香川県道 202号 春日讃岐財田停車場線 

香川県道 203号 丸亀港線 

香川県道 204号 丸亀停車場線 

香川県道 205号 多度津丸亀線 

香川県道 206号 原田琴平線 

香川県道 207号 琴平停車場琴平公園線 

香川県道 208号 大麻琴平買田線 

香川県道 209号 善通寺停車場線 

（欠番）  210-211 

香川県道 212号 多度津善通寺線 

香川県道 213号 多度津停車場線 

香川県道 214号 多度津停車場道隆寺線 

香川県道 215号 多度津港線 

香川県道 216号 山階多度津線 

香川県道 217号 西白方善通寺線 

西讃  

香川県道 218号 財田上高瀬線 

香川県道 219号 神田高瀬線 

香川県道 220号 大見吉津仁尾線 

香川県道 221号 宮尾高瀬線 

香川県道 222号 下高瀬高瀬線 

香川県道 223号 詫間停車場線 

香川県道 224号 岡本高瀬線 

香川県道 225号 羽方豊中線 

香川県道 226号 財田西豊中線 

香川県道 227号 汐木洲崎詫間線 

（欠番）  

香川県道 229号 本山停車場線 
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香川県道 230号 帰来本山停車場線 

香川県道 231号 詫間仁尾線 

香川県道 232号 紫雲出山線 

香川県道 233号 仁尾港線 

香川県道 234号 大浜仁尾線 

香川県道 235号 室本港線 

香川県道 236号 室本流岡線 

香川県道 237号 黒渕本大線 

香川県道 238号 観音寺港線 

香川県道 239号 観音寺港観音寺停車場線 

香川県道 240号 粟井観音寺線 

香川県道 241号 丸井萩原豊浜線 

香川県道 242号 福田原観音寺線 

香川県道 243号 豊浜停車場線 

香川県道 244号 先林姫浜線 

香川県道 245号 豊浜港線 

島嶼  

香川県道 246号 福田港神懸線 

（欠番）  

香川県道 248号 橘大角坂手港線 

香川県道 249号 田浦坂手港線 

香川県道 250号 三都港平木線 

香川県道 251号 蒲野西村線 

香川県道 252号 上庄池田線 

香川県道 253号 屋形崎小江渕崎線 

香川県道 254号 本町小瀬土庄港線 

香川県道 255号 豊島循環線 

香川県道 256号 北風戸積浦線 

香川県道 257号 本島循環線 

香川県道 258号 広島循環線 

香川県道 259号 大久保田の上線 

香川県道 260号 長崎本浦線 

香川県道 261号 京浜下新田線 

香川県道 262号 伊吹循環線 

香川県道 263号 鹿庭奥山線 

香川県道 264号 田面富田西線 

香川県道 265号 枌所西造田線 

香川県道 266号 勅使室新線 

（欠番）  

香川県道 268号 神の浦吉野線 

香川県道 269号 塩江香川高松自転車道線 

香川県道 270号 丸亀琴平観音寺自転車道線 

香川県道 271号 豊中仁尾線 

香川県道 272号 高松志度線 

香川県道 273号 櫃石島線 

香川県道 274号 与島線 

（欠番）  275-276 

香川県道 277号 香川坂出丸亀自転車道線 

香川県道 278号 綾歌綾川線 

香川県道 279号 三木寒川線 

香川県道 280号 高松香川線 

香川県道 281号 五色台線 

香川県道 282号 高松琴平線 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R38:愛媛県道一覧 
 

（欠番）   

愛媛県道 2号 城川檮原線  

（欠番）   

愛媛県道 4号 宿毛津島線  

愛媛県道 5号 川之江大豊線  

愛媛県道 6号 高知伊予三島線  

愛媛県道 7号 宿毛城辺線  

愛媛県道 8号 西土佐松野線  

愛媛県道 9号 大野原川之江線  

（欠番）   

愛媛県道 11号 新居浜角野線  

愛媛県道 12号 西条久万線  

愛媛県道 13号 壬生川新居浜野田線  

愛媛県道 14号 今治港線  

愛媛県道 15号 大西波止浜港線  

愛媛県道 16号 松山伊予線 

愛媛県道 17号 北条玉川線 

愛媛県道 18号 松山空港線 

愛媛県道 19号 松山港線 

愛媛県道 20号 松山北条線 

愛媛県道 21号 大三島上浦線 

愛媛県道 22号 伊予松山港線 

愛媛県道 23号 伊予川内線 

愛媛県道 24号 大洲長浜線 

愛媛県道 25号 八幡浜宇和線 

愛媛県道 26号 八幡浜三瓶線 

愛媛県道 27号 八幡浜港線 

愛媛県道 28号 長浜保内線 

愛媛県道 29号 宇和野村線 

愛媛県道 30号 宇和三瓶線 

愛媛県道 31号 宇和三間線 

愛媛県道 32号 肱川公園線 

愛媛県道 33号 宇和島停車場線 

愛媛県道 34号 平城高茂岬線 

愛媛県道 35号 野村城川線 

愛媛県道 36号 野村柳谷線 

愛媛県道 37号 宇和島下波津島線 

愛媛県道 38号 今治波方港線 

愛媛県道 39号 松山港内宮線 

愛媛県道 40号 松山東部環状線 

愛媛県道 41号 中島環状線 

愛媛県道 42号 久万中山線 

愛媛県道 43号 長浜中村線 

愛媛県道 44号 大洲野村線 

愛媛県道 45号 宇和明浜線 

愛媛県道 46号 宇和島城辺線 

愛媛県道 47号 新居浜別子山線 

愛媛県道 48号 壬生川丹原線  

愛媛県道 49号 大島環状線  

愛媛県道 50号 伯方島環状線  

愛媛県道 51号 大三島環状線  

愛媛県道 52号 小田柳谷線  

愛媛県道 53号 大平砥部線  

愛媛県道 54号 串内子線  

愛媛県道 55号 小田河辺大洲線  

愛媛県道 56号 内子河辺野村線  

愛媛県道 57号 広見三間宇和島線  

（欠番）  101-105  

愛媛県道 106号 十和吉野線  

愛媛県道 107号 藪ヶ市松野線  

（欠番）  108-120  

愛媛県道 121号 川之江停車場線  

愛媛県道 122号 川之江港線  

愛媛県道 123号 金生三島線  

愛媛県道 124号 上分三島線  

愛媛県道 125号 伊予三島停車場線  

愛媛県道 126号 上猿田三島線  

愛媛県道 127号 伊予寒川停車場線  

愛媛県道 128号 蕪崎土居線  
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愛媛県道 129号 伊予土居停車場線  

（欠番）   

愛媛県道 131号 別子山土居線  

愛媛県道 132号 多喜浜停車場線  

愛媛県道 133号 多喜浜泉川線  

愛媛県道 134号 国領高木線  

愛媛県道 135号 新居浜停車場線  

愛媛県道 136号 新居浜港線  

愛媛県道 137号 金子中萩停車場線  

愛媛県道 138号 新居浜土居線  

愛媛県道 139号 飯岡玉津線  

愛媛県道 140号 伊予西条停車場線  

愛媛県道 141号 西条港線  

愛媛県道 142号 石鎚伊予小松停車場線  

愛媛県道 143号 壬生川港小松線  

愛媛県道 144号 南川壬生川停車場線  

（欠番）  145-146  

愛媛県道 147号 石鎚丹原線  

愛媛県道 148号 東予港三津屋線  

愛媛県道 149号 丹原小松線  

愛媛県道 150号 徳能伊予三芳停車場線  

愛媛県道 151号 関屋今井線  

愛媛県道 152号 寺尾重信線  

愛媛県道 153号 落合久万線  

愛媛県道 154号 東予玉川線  

愛媛県道 155号 今治丹原線  

愛媛県道 156号 桜井山路線  

愛媛県道 157号 今治停車場線  

愛媛県道 158号 波止浜停車場線  

愛媛県道 159号 孫兵衛作壬生川線  

愛媛県道 160号 今治波止浜線  

愛媛県道 161号 糸山公園線  

愛媛県道 162号 朝倉伊予桜井停車場線  

愛媛県道 163号 鈍川伊予大井停車場線  

愛媛県道 164号 玉川菊間線  

（欠番）   

愛媛県道 166号 波方環状線  

愛媛県道 167号 伊予亀岡停車場線  

愛媛県道 168号 菊間停車場線  

（欠番）  169-171  

愛媛県道 172号 弓削島循環線  

愛媛県道 173号 横浜生名港線  

愛媛県道 174号 岩城環状線  

（欠番）  175-176  

愛媛県道 177号 大下白潟線  

愛媛県道 178号 湯山高縄北条線  

愛媛県道 179号 湯山北条線  

愛媛県道 180号 堀江港堀江停車場線  

（欠番）  181-182  

愛媛県道 183号 辰巳伊予和気停車場線  

愛媛県道 184号 和気衣山線  

（欠番）   

愛媛県道 186号 三津浜停車場線  

愛媛県道 187号 六軒家石手線  

愛媛県道 188号 道後公園線  

（欠番）   

愛媛県道 190号 久米垣生線  

愛媛県道 191号 松山停車場線  

（欠番）   

愛媛県道 193号 森松重信線  

愛媛県道 194号 久谷森松停車場線  

愛媛県道 195号 興居島循環線  

愛媛県道 196号 河中平井停車場線  

愛媛県道 197号 才之原菊間線  

愛媛県道 198号 浅海停車場線  

愛媛県道 199号 北条港線  

愛媛県道 200号 鹿島公園線  

愛媛県道 201号 伊予北条停車場線  

（欠番）   

愛媛県道 203号 粟井停車場線  

愛媛県道 204号 長井方堀江線  

（欠番）   

愛媛県道 206号 上怒和元怒和線  

愛媛県道 207号 三坂松山線  

（欠番）   

愛媛県道 209号 美川松山線  

愛媛県道 210号 美川川内線  

愛媛県道 211号 美川小田線  

愛媛県道 212号 東川上黒岩線  

（欠番）   

愛媛県道 214号 八倉松前線  

愛媛県道 215号 郡中港線  

（欠番）  216-217  

愛媛県道 218号 北伊予停車場線  

愛媛県道 219号 砥部伊予松山線  

愛媛県道 220号 上尾峠久万線  

愛媛県道 221号 広田双海線  

愛媛県道 222号 中山双海線  

愛媛県道 223号 中山砥部線  

愛媛県道 224号 永木内子線  

愛媛県道 225号 中山伊予線  

愛媛県道 226号 串中山線  

（欠番）   

愛媛県道 228号 坊屋敷小田線  

愛媛県道 229号 鳥首五十崎線  

愛媛県道 230号 柳沢新谷停車場線  

愛媛県道 231号 伊予大洲停車場線  

愛媛県道 232号 菅田五郎停車場線  

（欠番）   

愛媛県道 234号 大洲保内線  

愛媛県道 235号 野佐来八幡浜線  

（欠番）   

愛媛県道 237号 鳥坂宇和線  

（欠番）  238-239  

愛媛県道 240号 櫛生大洲線  

愛媛県道 241号 池田中山線  

愛媛県道 242号 五百木立山線  

愛媛県道 243号 内子双海線  

愛媛県道 244号 内子停車場線  

愛媛県道 245号 河辺小田線  

（欠番）  246-247  

愛媛県道 248号 瀬田八多喜停車場線  

愛媛県道 249号 八幡浜保内線  

愛媛県道 250号 舌間八幡浜線  

（欠番）   

愛媛県道 252号 双岩停車場和泉線  

愛媛県道 253号 穴井三瓶線  

愛媛県道 254号 三机港線  

愛媛県道 255号 鳥井喜木津線  

愛媛県道 256号 佐田岬三崎線  

愛媛県道 257号 俵津三瓶線  

（欠番）   

愛媛県道 259号 信里伊予平野停車場線  

愛媛県道 260号 狭間上松葉線  

愛媛県道 261号 伊予石城停車場線  

愛媛県道 262号 伊延東多田線  

愛媛県道 263号 平野坂戸線  

（欠番）   

愛媛県道 265号 卯之町停車場線  

（欠番）   

愛媛県道 267号 大茅辰ノ口線  

愛媛県道 268号 宇和島港線  

愛媛県道 269号 無月宇和島線  

愛媛県道 270号 滑床松野線  

愛媛県道 271号 玉津港線  
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愛媛県道 272号 河内立間停車場線  

愛媛県道 273号 奥浦白浦線  

愛媛県道 274号 吉田宇和島線  

（欠番）   

愛媛県道 276号 大内停車場線  

愛媛県道 277号 伊予宮野下停車場宮野下線  

愛媛県道 278号 伊予宮野下停車場務田線  

愛媛県道 279号 西谷吉田線  

愛媛県道 280号 下鍵山松野線  

愛媛県道 281号 近永停車場線  

愛媛県道 282号 小倉三間線  

愛媛県道 283号 広見吉田線  

愛媛県道 284号 日向谷高野子線  

愛媛県道 285号 節安下鍵山線  

愛媛県道 286号 御内下畑地線  

愛媛県道 287号 嵐田之浜岩松線  

（欠番） 288-289  

愛媛県道 290号 喜路能登線  

愛媛県道 291号 美砂子郡線  

愛媛県道 292号 網代鳥越線  

愛媛県道 293号 猿鳴平城線  

愛媛県道 294号 中浦西海線  

愛媛県道 295号 長月城辺線  

（欠番）   

愛媛県道 297号 久良城辺線  

愛媛県道 298号 深浦港線  

愛媛県道 299号 一本松城辺線  

愛媛県道 300号 高茂岬船越線  

愛媛県道 301号 宮崎波方線  

愛媛県道 302号 皿ヶ峰公園滑川線  

愛媛県道 303号 猪伏西谷線  

（欠番）   

愛媛県道 305号 立石内子線  

愛媛県道 306号 中野川総津線  

愛媛県道 307号 野中長沢線  

愛媛県道 308号 蔵川大谷線  

愛媛県道 309号 立川停車場線  

愛媛県道 310号 山鳥坂明荷谷線  

愛媛県道 311号 伊延永長線  

愛媛県道 312号 土居魚成線  

愛媛県道 313号 九島循環線  

愛媛県道 314号 舟間伊予吉田停車場線  

愛媛県道 315号 音地清延線  

愛媛県道 316号 奈良近永線  

愛媛県道 317号 目黒松丸線  

愛媛県道 318号 後柿之浦線  

愛媛県道 319号 御代ノ川清重線  

（欠番）  320-322  

愛媛県道 323号 論田袋口線  

愛媛県道 324号 大瀬川中線  

愛媛県道 325号 今治大三島自転車道線  

愛媛県道 326号 松山松前伊予線  

愛媛県道 327号 湯谷口川内線  

愛媛県道 328号 柳谷美川線  

愛媛県道 329号 石畳中山線  

愛媛県道 330号 藤縄長浜線  

愛媛県道 331号 高瀬松渓線  

愛媛県道 332号 篠山公園線  県境で高知県道 382号に連続 

愛媛県道 333号 三島川之江港線  

愛媛県道 334号 松山川内線  

愛媛県道 335号 松山川内自転車道線  

愛媛県道 336号 新居浜東港線  

愛媛県道 337号 名駒友浦線  

愛媛県道 338号 岩城弓削線  

愛媛県道 339号 粟井浅海線  

愛媛県道 340号 上川小田深山線  

愛媛県道 341号 直瀬渋草線  

愛媛県道 342号 池田川崎線  

愛媛県道 343号 予子林大谷線  

愛媛県道 344号 宇和高山線  

愛媛県道 345号 柿之浦下波線  

愛媛県道 346号 ?淵下波線  

愛媛県道 347号 平田北条線  

（欠番）  348-382  

愛媛県道 383号 四国カルスト公園縦断線 
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R39:高知県道一覧 
 

（欠番）  高知県道 1号 

高知県道 2号 城川梼原線 

（欠番）  

高知県道 4号 宿毛津島線 

高知県道 5号 川之江大豊線 

高知県道 6号 高知伊予三島線 

高知県道 7号 宿毛城辺線 

高知県道 8号 西土佐松野線 

（欠番）  9-11 

高知県道 12号 安田東洋線 

高知県道 13号 高知空港線 

高知県道 14号 春野赤岡線 

（欠番）  

高知県道 16号 高知本山線 

高知県道 17号 本川大杉線 

高知県道 18号 伊野仁淀線 

高知県道 19号 窪川船戸線 

高知県道 20号 下田港線 

高知県道 21号 土佐清水宿毛線 

高知県道 22号 龍河洞公園線 

高知県道 23号 須崎仁ノ線 

（欠番）  

高知県道 25号 中土佐佐賀線 

高知県道 26号 中平梼原線 

高知県道 27号 足摺岬公園線 

高知県道 28号 宿毛宗呂下川口線 

高知県道 29号 安芸物部線 

高知県道 30号 香北赤岡線 

高知県道 31号 前浜植野線 

高知県道 32号 土居五台山線 

高知県道 33号 南国伊野線 

高知県道 34号 桂浜はりまや線  

高知県道 35号 桂浜宝永線  

高知県道 36号 高知南環状線  

高知県道 37号 高知春野線  

高知県道 38号 高知土佐線  

高知県道 39号 土佐伊野線  

高知県道 40号 石鎚公園線  

高知県道 41号 窪川中土佐線  

高知県道 42号 中村下田ノ口線  

高知県道 43号 柏島二ツ石線  

高知県道 44号 高知北環状線  

高知県道 45号 南国インター線  

高知県道 46号 中村宿毛線  

高知県道 47号 横浪公園線 旧有料道路「横波黒潮ライン」 

高知県道 48号 四国カルスト公園線  

高知県道 49号 大豊物部線  

高知県道 50号 有岡川登線 
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高知県道 51号 夜須物部線 

高知県道 52号 興津窪川線 

高知県道 53号 土佐佐川線 

高知県道 54号 魚梁瀬公園線 

高知県道 55号 大方大正線 

高知県道 101号 船津野根線 

（欠番）  102-105 

高知県道 106号 十和吉野線 

高知県道 107号 藪ヶ市松野線 

（欠番）  108-112 

高知県道 113号 東祖谷山大杉停車場線 

（欠番）  114-200 

高知県道 201号 甲浦港線 

高知県道 202号 椎名室戸線 

高知県道 203号 室戸公園線 

（欠番）  

高知県道 205号 奈半利港線 

高知県道 206号 西谷田野線 

高知県道 207号 大久保伊尾木線 

高知県道 208号 奈比賀川北線 

（欠番）  

高知県道 210号 畑山栃木線 

高知県道 211号 黒岩東浜線 

高知県道 212号 宮ノ上川北線 

高知県道 213号 高台寺川北線 

高知県道 214号 入河内土居線 

（欠番）  

高知県道 216号 羽尾琴浜線 

高知県道 217号 久保大宮線 

高知県道 218号 日ノ御子土佐山田線 

（欠番）  

高知県道 220号 蕨野大比線 

高知県道 221号 奥西川岸本線 

高知県道 222号 末清夜須線 

（欠番）  

高知県道 224号 奈良香北線 

高知県道 225号 手結港線 

高知県道 226号 永野久保川線 

高知県道 227号 山北岸本停車場線 

高知県道 228号 赤岡停車場線 

高知県道 229号 野市停車場線 

高知県道 230号 稗地中村線 

高知県道 231号 山川野市線 

高知県道 232号 山北野市線 

（欠番）  

高知県道 234号 土佐山田野市線 

（欠番）  

高知県道 236号 土佐山田停車場線 

高知県道 237号 神母木野市線 

（欠番）  238-239 

高知県道 240号 遠崎野市線 

高知県道 241号 戸板島後免線 

（欠番）  

高知県道 243号 田村高須線 

高知県道 244号 後免停車場線 

高知県道 245号 土佐大津停車場線 

（欠番）  

高知県道 247号 仁井田竹中線 

高知県道 248号 栗山大津線 

高知県道 249号 後免中島高知線 

（欠番）  

高知県道 251号 土佐一宮停車場一宮線 

高知県道 252号 八幡大津線 

高知県道 253号 新改停車場線 

高知県道 254号 繁藤西町線 

（欠番）  

高知県道 256号 久礼田笠ノ川線 

（欠番）  257-258 

高知県道 259号 土佐岩原停車場線 

高知県道 260号 豊永停車場線 

高知県道 261号 大田口停車場線 

高知県道 262号 磯谷本山線 

高知県道 263号 田井大瀬線 

高知県道 264号 坂瀬吉野線 

高知県道 265号 大川土佐線 

高知県道 266号 角茂谷停車場線 

高知県道 267号 上穴内本山線 

高知県道 268号 蟹越繁藤線 

高知県道 269号 重倉笠ノ川線 

高知県道 270号 弘瀬高知線  通称「円行寺通り」 

（欠番）    

高知県道 272号 旭停車場線   

高知県道 273号 大河内朝倉停車場線   

高知県道 274号 梅ノ辻朝倉線   

（欠番）  275-277   

高知県道 278号 弘岡下種崎線   

高知県道 279号 甲殿弘岡上線   

高知県道 280号 伊野停車場線   

（欠番）    

高知県道 282号 新居中島線   

（欠番）    

高知県道 284号 野見港線   

（欠番）  285-286   

高知県道 287号 家俊岩戸真幸線   

（欠番）  288-289   

高知県道 290号 岩戸明ヶ谷線 

高知県道 291号 谷地日下停車場線 

高知県道 292号 思地川口線 

高知県道 293号 西津賀才日比原線 

高知県道 294号 奥の谷日比原線 

（欠番）  

高知県道 296号 西佐川停車場線 

高知県道 297号 岩目地西佐川停車場線 

高知県道 298号 下山越知線 

高知県道 299号 庄田伊野線 

高知県道 300号 柳瀬越知線 

高知県道 301号 片岡庄田線 

高知県道 302号 長者佐川線 

（欠番）  

高知県道 304号 上郷梼原線 

（欠番）  305-306 

高知県道 307号 佐川停車場線 

高知県道 308号 本郷斗賀野停車場線 

高知県道 309号 吾桑停車場線 

高知県道 310号 須崎停車場線 

高知県道 311号 土佐新荘停車場線 

高知県道 312号 安和停車場線 

高知県道 313号 須崎港線 

高知県道 314号 浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線 

高知県道 315号 上分多ノ郷線 

（欠番）  

高知県道 317号 荻中須崎線 

（欠番）  

高知県道 319号 奈路土佐久礼停車場線 

高知県道 320号 久礼須崎線 

（欠番）  

高知県道 322号 松原窪川線 

高知県道 323号 作屋影野停車場線 

高知県道 324号 七里仁井田線 

高知県道 325号 上ノ加江窪川線 

高知県道 326号 志和仁井田線 

（欠番）  

高知県道 328号 小味野々川口線 

高知県道 329号 秋丸佐賀線 

（欠番）  
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高知県道 331号 江川崎停車場線 

高知県道 332号 昭和中村線 

高知県道 333号 安並佐岡線 

高知県道 334号 佐賀港線 

（欠番）  

高知県道 336号 大用大方線 

高知県道 337号 岡本大方線 

（欠番）  

高知県道 339号 出口古津賀線   

高知県道 340号 川登中村線   

（欠番）    

高知県道 342号 山路中村線   

高知県道 343号 間崎布堂ヶ谷線   

高知県道 344号 宗呂中村線   

（欠番）    

高知県道 346号 中村下ノ加江線   

高知県道 347号 新改浦尻線   

高知県道 348号 足摺公園線    旧有料道路「足摺スカイライン」 

（欠番）  349-351   

高知県道 352号 清王新田貝ノ川線   

高知県道 353号 橋上平田線   

高知県道 354号 片島港線   

（欠番）  355-356   

高知県道 357号 安満地福良線   

高知県道 358号 沖ノ島循環線  

高知県道 359号      竹林寺三ツ石線 

（欠番）  360-361  

高知県道 362号 安居公園線  

高知県道 363号 中津公園線  

高知県道 364号 南国野市線  

（欠番）   

高知県道 366号 高知港線  

高知県道 367号 住次郎佐賀線  

高知県道 368号 佐喜浜吉良川線  

高知県道 369号 大木屋丸山線    （大木屋小石川林道） 

高知県道 370号 千本山魚梁瀬線  

高知県道 371号 間宮ノ口線  

高知県道 372号 宮ノ口深渕線  

（欠番）   

高知県道 374号 高知南国線 通称「大津バイパス」 

高知県道 375号 なんこく南インター線  旧「高知東インター線」 

高知県道 376号 高知南インター線  

高知県道 377号 大野見葉山線  

高知県道 378号 仁淀東津野線  

高知県道 379号 韮ヶ峠文丸線  

高知県道 380号 板の川大用線  

高知県道 381号 黒尊口屋内線  

高知県道 382号 宿毛篠山公園線  

高知県道 383号 四国カルスト公園縦断線  

高知県道 384号 北本町領石線  

高知県道 385号 香北野市線   旧有料道路「龍河洞スカイライン」 

高知県道 386号 朝倉伊野線  

高知県道 387号 四万十町東インター線  

高知県道 388号 吾井郷下分線  

高知県道 389号 安芸中インター線  

（欠番）  390-500  

高知県道 501号 高知安芸自転車道線 

高知県道 502号 中村大方自転車道線 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R40:福岡県の県道一覧 
 

主要地方道 

福岡県道 1号 豊前万田線 

福岡県道 2号 豊前耶馬溪線 

福岡県道 3号 大牟田植木線 

福岡県道 4号 玉名八女線 

福岡県道 5号 大牟田南関線 

福岡県道 6号 玉名立花線 

福岡県道 7号 筑紫野インター線 

福岡県道 8号 馬田頓田線 

福岡県道 9号 室木下有木若宮線 

福岡県道 10号 南関大牟田北線 

福岡県道 11号 有毛引野線 

福岡県道 12号 前原富士線 

福岡県道 13号 黒木鹿北線 

福岡県道 14号 鳥栖朝倉線 

福岡県道 15号 佐賀八女線 

福岡県道 16号 吉富本耶馬渓線  

福岡県道 17号 久留米基山筑紫野線  旧・鳥栖筑紫野有料道路 

福岡県道 18号 大牟田川副線  

福岡県道 19号 諸富西島線  

福岡県道 20号 佐賀大川線  

福岡県道 21号 福岡直方線  

福岡県道 22号 田川直方線  

福岡県道 23号 久留米柳川線  

福岡県道 24号 福岡東環状線  

福岡県道 25号 門司行橋線  

福岡県道 26号 北九州芦屋線  

福岡県道 27号 直方芦屋線  

福岡県道 28号 直方行橋線  

福岡県道 29号 直方宗像線  

福岡県道 30号 飯塚福間線  

福岡県道 31号 福岡筑紫野線    通称 5号線 

福岡県道 32号 犀川豊前線 

福岡県道 33号 甘木田主丸線 

福岡県道 34号 行橋添田線 

福岡県道 35号 筑紫野古賀線 

福岡県道 36号 小倉停車場線 

福岡県道 37号 小倉港線 

福岡県道 38号 戸畑停車場線 

福岡県道 39号 苅田港線 

福岡県道 40号 直方停車場線 

福岡県道 41号 伊田停車場線 

福岡県道 42号 飯塚停車場線 

福岡県道 43号 博多停車場線 

福岡県道 44号 博多港線 

福岡県道 45号 福岡空港線 

福岡県道 46号 久留米停車場線 

福岡県道 47号 久留米城島大川線 

福岡県道 48号 中間引野線 

福岡県道 49号 大野城二丈線 

福岡県道 50号 八幡戸畑線 

福岡県道 51号 曽根鞘ヶ谷線 

福岡県道 52号 八女香春線 

福岡県道 53号 久留米筑紫野線 

福岡県道 54号 福岡志摩前原線 

福岡県道 55号 宮田遠賀線 

福岡県道 56号 福岡早良大野城線 

福岡県道 57号 浮羽石川内線 

福岡県道 58号 椎田勝山線 

福岡県道 59号 志賀島和白線 

福岡県道 60号 飯塚大野城線 

福岡県道 61号 小倉中間線 

福岡県道 62号 北九州小竹線 

福岡県道 63号 長行田町線 

福岡県道 64号 苅田採銅所線 
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福岡県道 65号 筑紫野筑穂線 

福岡県道 66号 桂川下秋月線 

福岡県道 67号 田川桑野線 

福岡県道 68号 福岡太宰府線 

福岡県道 69号 宗像玄海線 

福岡県道 70号 田主丸黒木線 

福岡県道 71号 新門司港大里線 

福岡県道 72号 黒川白野江東本町線 

福岡県道 73号 直方水巻線 

福岡県道 74号 宮田小竹線 

福岡県道 75号 若宮玄海線 

福岡県道 76号 筑紫野太宰府線 

福岡県道 77号 筑紫野三輪線 

福岡県道 78号 添田小石原線 

福岡県道 79号 朝倉小石原線 

福岡県道 80号 甘木朝倉田主丸線 

福岡県道 81号 久留米浮羽線 

福岡県道 82号 久留米立花線 

福岡県道 83号 大和城島線 

福岡県道 84号 三潴上陽線 

福岡県道 85号 福岡志摩線 

福岡県道 86号 久留米筑後線 

福岡県道 87号 岡垣宮田線 

福岡県道 88号 久留米小郡線 

福岡県道 89号 瀬高久留米線 

福岡県道 90号 穂波嘉穂線 

福岡県道 91号 志免須恵線 

福岡県道 92号 宗像篠栗線 

福岡県道 93号 大牟田高田線 

福岡県道 94号 高田山川線 

福岡県道 95号 添田赤池線 

福岡県道 96号 八女瀬高線 

福岡県道 97号 福間宗像玄海線 

福岡県道 98号 中間宮田線 

福岡県道 99号 大川大木線 

福岡県道 100号 大日寺潤野飯塚線 

北九州市道 

北九州市主要地方道 徳力葛原線 

北九州市主要地方道 恒見朽網線 

一般県道 

（欠番）  

福岡県道 102号 野路土佐井線 

福岡県道 103号 新吉富豊前線 

（欠番）  

福岡県道 105号 山北日田線 

福岡県道 106号 朝田日田線 

福岡県道 107号 宝珠山日田線 

福岡県道 108号 中津吉富線 

福岡県道 109号 福土吉富線 

福岡県道 110号 東下中津線 

福岡県道 111号 東上戸原線 

福岡県道 112号 福岡日田線 

福岡県道 113号 中津豊前線 

福岡県道 114号 前津江星野線 

福岡県道 115号 八女小国線 

（欠番）  116-123 

福岡県道 124号 金山櫟野線 

（欠番）  

福岡県道 126号 大牟田荒尾線 

福岡県道 127号 岩野黒木線 

（欠番）  128-130 

福岡県道 131号 小郡基山線 

福岡県道 132号 本郷基山停車場線 

福岡県道 133号 坊所城島線 

（欠番）  134-135 

福岡県道 136号 入部中原停車場線 

福岡県道 137号 基山平等寺筑紫野線 

福岡県道 138号 西島筑邦線 

福岡県道 139号 （欠番） 

福岡県道 140号 大詫間大川線 

（欠番）  141-142 

福岡県道 143号 藤川二丈線 

福岡県道 144号 中津天建寺武島線 

福岡県道 145号 江口長門石江島線 

福岡県道 146号 坂口藤吉線 

（欠番）  147-150 

福岡県道 151号 浮羽草野久留米線 

（欠番）  152-200 

福岡県道号 北九州・京築地域 

福岡県道 201号 犀川豊津線 

福岡県道 202号 水巻芦屋線 

福岡県道 203号 中間水巻線 

福岡県道 204号 田川犀川線 

（欠番）  205-206 

福岡県道 207号 宇島停車場線 

福岡県道 208号 松江停車場線 

福岡県道 209号 椎田停車場線 

福岡県道 210号 築城停車場線 

福岡県道 211号 行橋停車場線 

福岡県道 212号 小波瀬停車場線 

福岡県道 213号 苅田停車場線 

福岡県道 214号 城野停車場線 

（欠番）  

福岡県道 216号 八幡停車場線 

福岡県道 217号 折尾停車場線 

福岡県道 218号 海老津停車場線 

福岡県道 219号 中間停車場線 

福岡県道 220号 石原町停車場線 

福岡県道 221号 吉富港線 

福岡県道 222号 宇島港線 

福岡県道 223号 田ノ浦港線 

福岡県道 224号 芦屋港線 

福岡県道 225号 野地塔田線 

福岡県道 226号 山内吉富線 

福岡県道 227号 鬼木三毛門線 

（欠番）  旧与原松原線 

福岡県道 229号 松尾安雲線 

福岡県道 230号 中畑八屋線 

福岡県道 231号 黒平椎田線 

福岡県道 232号 国見松江線 

福岡県道 233号 日出野椎田線 

福岡県道 234号 求菩堤椎田線 

福岡県道 235号 小山田東八田線 

福岡県道 236号 東八田宇留津椎田線 

福岡県道 237号 寒田下別府線 

福岡県道 238号 豊津椎田線  

福岡県道 239号 木井馬場犀川停車場線  

福岡県道 240号 下深野犀川線  

福岡県道 241号 津野犀川線  

福岡県道 242号 大久保犀川線  

福岡県道 243号 節丸新田原停車場線  

福岡県道 244号 稲童新田原停車場線  

福岡県道 245号 新北九州空港線     新北九州空港道路 

福岡県道 246号 沓尾大橋線  

（欠番）  旧沓尾松原線  

福岡県道 248号 元永高瀬線  

福岡県道 249号 中州平田線  

福岡県道 250号 長尾稗田平島線  

福岡県道 251号 天生田吉国線  

福岡県道 252号 大久保行橋線  

福岡県道 253号 上矢山中黒田線  

福岡県道 254号 須磨園南原曽根線 

福岡県道 255号 山口行橋線 

福岡県道 256号 新導寺曽根線 

福岡県道 257号 井手浦徳力線 
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福岡県道 258号 呼野道原徳吉線 

（欠番）  

福岡県道 260号 大積清見線 

福岡県道 261号 門司東本町線 

福岡県道 262号 柄杓田大里線 

（欠番）  旧恒見大里線 

福岡県道 264号 湯川赤坂線 

福岡県道 265号 城野砂津線 

福岡県道 266号 三萩野魚町線 

福岡県道 267号 湯川石田停車場線 

（欠番）  旧長行田町線 

福岡県道 269号 合馬長行線 

福岡県道 270号 竪町到津線 

福岡県道 271号 下到津戸畑線 

（欠番）  旧槻田戸畑線 

福岡県道 273号 築地汐入線 

福岡県道 274号 海老川早間前線 

（欠番）  旧有毛折尾線 

（欠番）  

福岡県道 277号 頓田二島線 

福岡県道 278号 払川折尾線 

福岡県道 279号 本城熊手線 

福岡県道 280号 植木上上津役線 

福岡県道 281号 下上津役折尾線 

（欠番）  旧引野穴生線 

（欠番）  

福岡県道 284号 高浜東町線 

福岡県道 285号 浜口遠賀線 

福岡県道 286号 黒山広渡線  

福岡県道 287号 岡垣宗像線     旧粟屋海老津線 

福岡県道 288号 原海老津線  

（欠番）  旧吉留岡垣線  

（欠番）  旧武丸笠松線  

福岡県道 291号 野間須恵線  

福岡県道 292号 津野帆柱線  

福岡県道 293号 新延中間線  

福岡県道 294号 井ノ浦港線  

（欠番）   

福岡県道 296号 大蔵到津線  

福岡県道 297号 鱒淵八幡東自転車道線  

福岡県道 298号 上河内有安線  

福岡県道 299号 岡垣遠賀線  

福岡県道 300号 岡垣玄海線  

福岡県道 301号 遠賀宗像自転車道線  

福岡県道 302号 直方北九州自転車道線 

（欠番）  303-400 

筑豊地域  

福岡県道 401号 宗像若宮線 

福岡県道 402号 飯塚山田線 

（欠番）  旧川崎添田線 

（欠番）  旧田川川崎線 

福岡県道 405号 香春糸田線 

福岡県道 406号 赤池糸田線 

福岡県道 407号 方城金田線 

（欠番）  

（欠番）  旧宮田小竹線 

（欠番）  旧鳴渕宗像線 

（欠番）  

（欠番）  旧高田嘉穂線 

福岡県道 413号 千手稲築線 

福岡県道 414号 鶴三緒田川線 

福岡県道 415号 口ノ原稲築線 

福岡県道 416号 （欠番） 

福岡県道 417号 猪国豊前桝田停車場線 

福岡県道 418号 英彦山香春線 

福岡県道 419号 夏吉直方線 

福岡県道 420号 金田糸田田川線 

福岡県道 421号 鯰田停車場有井線 

福岡県道 422号 川崎大行事線 

福岡県道 423号 川崎猪国線 

福岡県道 424号 筑前植木停車場線 

福岡県道 425号 鯰田停車場線 

福岡県道 426号 新飯塚停車場線 

福岡県道 427号 桂川停車場線 

福岡県道 428号 筑前宮田停車場線 

福岡県道 429号 採銅所停車場線 

福岡県道 430号 添田停車場線 

福岡県道 431号 彦山停車場線 

福岡県道 432号 後藤寺停車場線 

福岡県道 433号 池尻停車場線 

（欠番）  

福岡県道 435号 内住篠栗線 

（欠番）  436-437 

福岡県道 438号 白川桑曲線 

福岡県道 439号 才田筑前内野停車場線 

福岡県道 440号 宮小路中益線 

福岡県道 441号 熊ヶ畑上山田線 

福岡県道 442号 原田上山田線 

福岡県道 443号 下山田碓井線 

福岡県道 444号 豆田稲築線 

福岡県道 445号 高田天道停車場線 

福岡県道 446号 大分太郎丸線 

（欠番）  旧大日寺潤野飯塚線 

福岡県道 448号 幸袋柏森線 

福岡県道 449号 口ノ原川島線 

福岡県道 450号 八木山若宮線 

福岡県道 451号 英彦山添田線 

福岡県道 452号 中元寺庄線 

福岡県道 453号 庄伊田線 

福岡県道 454号 今任原奈良線 

福岡県道 455号 今任原伊田線 

福岡県道 456号 金田夏吉伊田線 

福岡県道 457号 川宮伊田線 

福岡県道 458号 位登糸田線 

（欠番）  

福岡県道 460号 上境中泉停車場線 

福岡県道 461号 南良津宮田線 

福岡県道 462号 黒丸竹原線 

福岡県道 463号 芹田石丸線 

（欠番）  旧室木下有木若宮線 

（欠番）  旧吉留宮田線 

（欠番）  旧植木磯光停車場線 

福岡県道 467号 上新入直方線 

福岡県道 468号 新延植木線 

（欠番）  旧上木月植木線 

福岡県道 470号 勝野下境線 

福岡県道 471号 八木山公園線 

福岡県道 472号 直方鞍手線 

福岡県道 473号 瀬戸飯塚線 

福岡県道 474号 飯塚直方自転車道線 

福岡県道 475号 室木直方線 

福岡県道 476号 小竹頴田線 

福岡県道 477号 千手馬見線 

福岡県道 478号 飯塚穂波線 

（欠番）  479-500 

福岡・筑前地方 

（欠番）  

福岡県道 502号 玄海田島福間線 

福岡県道 503号 町川原赤間線 

福岡県道 504号 町川原福岡線 

福岡県道 505号 板付牛頸筑紫野線 

福岡県道 506号 船越前原線 

福岡県道 507号 宮ノ浦前原線 

福岡県道 508号 金川田主丸線 

福岡県道 509号 塔ノ瀬十文字小郡線 
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福岡県道 510号 博多停車場東本町線 

福岡県道 511号 吉井恵蘇宿線 

福岡県道 512号 赤間停車場線 

福岡県道 513号 東郷停車場線 

福岡県道 514号 古賀停車場線 

福岡県道 515号 筑前新宮停車場線   現在福工大前駅 

福岡県道 516号 香椎停車場線  

福岡県道 517号 吉塚停車場線  

福岡県道 518号 南福岡停車場線  

（欠番）   

福岡県道 520号 二日市停車場線  

福岡県道 521号 姪浜停車場線  

福岡県道 522号 筑前前原停車場線  

福岡県道 523号 甘木停車場線  

福岡県道 524号 加布里港線  

（欠番）   

（欠番）  旧池田東郷線  

福岡県道 527号 曲須恵線  

福岡県道 528号 勝浦宗像線  

福岡県道 529号 田島田熊線  

福岡県道 530号 畦町村山田線  

福岡県道 531号 内殿手光線  

福岡県道 532号 宮司手光線  

福岡県道 533号 渡津屋崎線  

福岡県道 534号 清滝古賀線  

福岡県道 535号 薦野福間線  

福岡県道 536号 米多比谷山古賀線  

福岡県道 537号 湊下府線  

福岡県道 538号 湊塩浜線  

福岡県道 539号 小竹下府線  

福岡県道 540号 山田新宮線  

福岡県道 541号 大島循環線 宗像市大島 

福岡県道 542号 志賀島循環線  

福岡県道 543号 谷尾仲線  

（欠番）  旧志免御幸線  

福岡県道 545号 伊賀仲原線  

福岡県道 546号 猪野土井線  

福岡県道 547号 猪野篠栗線  

（欠番）  旧佐谷上亀山停車場線  

福岡県道 549号 多田羅名島線  

福岡県道 550号 浜新建堅粕線  

福岡県道 551号 別府比恵線  

福岡県道 552号 馬出上南町線  

福岡県道 553号 東光寺竹下春吉線  

福岡県道 554号 須崎天神線  

福岡県道 555号 桧原比恵線  

福岡県道 556号 谷荒戸線  

福岡県道 557号 東油山唐人線  

福岡県道 558号 内野次郎丸弥生線   旧早良街道 

福岡県道 559号 原東警固線  

福岡県道 560号 都地姪浜線  

福岡県道 561号 周船寺有田線  

福岡県道 562号 飯場金武線  

福岡県道 563号 瑞梅寺池田線 

福岡県道 564号 雷山前原線 

福岡県道 565号 大門有田線 

福岡県道 566号 大原周船寺停車場線 

福岡県道 567号 桜井太郎丸線 

（欠番）  旧野北前原線 

福岡県道 569号 桜井吉田線 

福岡県道 570号 津和崎潤線 

福岡県道 571号 小富士加布里線 

福岡県道 572号 波呂神在線 

福岡県道 573号 本加布里停車場線 

福岡県道 574号 水城下臼井線 

福岡県道 575号 山田中原福岡線 

福岡県道 576号 （欠番） 

福岡県道 577号 片縄下白水線 

福岡県道 578号 内山三条線 

（欠番）  旧舟木二日市線 

福岡県道 580号 那珂川大野城線 

福岡県道 581号 観世音寺二日市線 

福岡県道 582号 山口原田線 

福岡県道 583号 上高橋野町線 

福岡県道 584号 八重亀菅野来春線 

福岡県道 585号 殖木入地甘木線 

福岡県道 586号 長栖高橋線 

福岡県道 587号 高山千年線 

福岡県道 588号 甘木吉井線 

福岡県道 589号 福光朝倉線 

福岡県道 590号 安谷赤谷線 

（欠番）  旧東田頓田線 

福岡県道 592号 下浦甘木線 

福岡県道 593号 久光西小田線 

福岡県道 594号 女男石野町線 

福岡県道 595号 山家西小田線  

（欠番）   

福岡県道 597号 三箇山山隈線  

（欠番）  旧志免板付線  

福岡県道 599号 日ノ丸久保線     新宮町相島循環線 

（欠番）   

福岡県道 601号 平等寺那珂川線  

福岡県道 602号 後野福岡線  

福岡県道 603号 原田停車場津古線  

福岡県道 604号 芥屋大門公園線  

福岡県道 605号 今宿停車場線  

（欠番）  旧宗像福間線  

福岡県道 607号 福岡篠栗線  

福岡県道 608号 豊岡泊線 宗像市地島 

（欠番）  旧三苫奈多線  

福岡県道 610号 九州国立博物館線  

福岡県道 611号 西ノ浦今宿自転車道線 

（欠番）  612-700 

福岡県道号 筑後地方 

福岡県道 701号 城島三潴線 

福岡県道 702号 柳川城島線 

福岡県道 703号 柳川筑後線 

（欠番）  旧大和城島線 

（欠番）  旧八女瀬高線 

福岡県道 706号 筑後城島線 

（欠番）  旧黒木上陽線 

（欠番）  旧十郎丸船越浮羽線 

（欠番）  旧浮羽草野久留米線 

福岡県道 710号 宮本大川線 

福岡県道 711号 江島筑後線 

（欠番）  旧瀬高西牟田久留米線 

福岡県道 713号 唐尾広川線 

福岡県道 714号 高田柳川線 旧柳川山川線 

福岡県道 715号 湯辺田瀬高線  

福岡県道 716号 水田大川線  

（欠番）  旧兼松吉常久留米線  

福岡県道 718号 吉井妹川線  

福岡県道 719号 田主丸停車場石垣線  

福岡県道 720号 善導寺停車場耳納線  

福岡県道 721号 船小屋停車場水田線  

福岡県道 722号 荒木停車場線  

福岡県道 723号 羽犬塚停車場線  

福岡県道 724号 船小屋停車場線  

福岡県道 725号 瀬高停車場線  

福岡県道 726号 渡瀬停車場線  

福岡県道 727号 銀水停車場線  

福岡県道 728号 南久留米停車場線  

福岡県道 729号 田主丸停車場線  

（欠番）  旧筑後吉井停車場線。 

福岡県道 731号 筑後千足停車場線 
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福岡県道 732号 筑後大石停車場線 

福岡県道 733号 筑後柳河停車場線 

福岡県道 734号 若津港線 

福岡県道 735号 大牟田港線 

福岡県道 736号 三池港線 

福岡県道 737号 吹上北野線 

福岡県道 738号 二森石崎線 

福岡県道 739号 豊田北野線 

福岡県道 740号 上高橋善導寺停車場線 

福岡県道 741号 中川北野線 

福岡県道 742号 蜷川草野線 

福岡県道 743号 中尾大刀洗線 

福岡県道 744号 冨多大城線 

福岡県道 745号 菅原豊城線 

福岡県道 746号 竹野志塚島線 

福岡県道 747号 三川田主丸線 

（欠番）  旧益生田豊城線 

福岡県道 749号 保木吉井線 

福岡県道 750号 御井諏訪野線 

（欠番）  旧上津御井線 

福岡県道 752号 藤山国分一丁田線 

福岡県道 753号 一丁田久留米停車場線 

福岡県道 754号 武島白口線 

福岡県道 755号 安武本国分線 

福岡県道 756号 中津白口線 

（欠番）  旧藤田上津線 

福岡県道 758号 藤田日吉町線 

福岡県道 759号 壱丁原白口線 

（欠番）  旧田川広川線 

福岡県道 761号 本村田川線 

福岡県道 762号 古賀十八線 

福岡県道 763号 宮本荒木線 

（欠番）  旧中古賀大木線 

福岡県道 765号 鐘ヶ江酒見間線 

福岡県道 766号 橋本辻町線 

福岡県道 767号 本町新田大川線 

福岡県道 768号 新田榎津線 

福岡県道 769号 新田西蒲池線 

福岡県道 770号 枝光今古賀線 

福岡県道 771号 谷垣徳益線 

福岡県道 772号 徳益蒲船津線 

福岡県道 773号 木元白鳥線 

福岡県道 774号 飯江長田線 

福岡県道 775号 本吉小川線 

福岡県道 776号 松田大江線 

（欠番）  旧飯尾江浦線 

福岡県道 778号 江浦瀬高線 

（欠番）  旧徳島唐船大牟田線 

福岡県道 780号 黒崎開濃施線 

（欠番）  旧手鎌田隈線 

福岡県道 782号 倉永三池線 

（欠番）  旧倉永岩本三池線 

（欠番）  旧原吉野線 

福岡県道 785号 上楠田濃施線 

福岡県道 786号 手鎌三池線 

福岡県道 787号 勝立三川線 

福岡県道 788号 藤田上官線 

福岡県道 789号 一部三川線 

福岡県道 790号 黄金不知火線 

福岡県道 791号 富久瀬高線 

福岡県道 792号 船小屋八女線 

福岡県道 793号 柳瀬筑後線 

（欠番）  旧藤田知徳筑後線 

福岡県道 795号 湯辺田八女線 

福岡県道 796号 吹春本分線 

福岡県道 797号 後川内黒木線 

福岡県道 798号 北川内草野線 

（欠番）  旧鮎帰広川線 

福岡県道 800号 湯ノ原合川線 

福岡県道 801号 北矢部冬野黒木線 

福岡県道 802号 黒木大牟田線 

（欠番）  旧久留米小郡線 

福岡県道 804号 上横山星野線 

福岡県道 805号 白木上辺春線 

福岡県道 806号 吉井久留米自転車道線 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R41:佐賀県道一覧 
 

主要地方道（長崎県越境路線）  

佐賀県道 1号 佐世保嬉野線 

（欠番）  

（欠番）  

佐賀県道 4号 川棚有田線 

佐賀県道 5号 伊万里松浦線 

佐賀県道 6号 大村嬉野線 

（欠番） 7-9 

主要地方道（福岡県越境路線）  

（欠番）  

佐賀県道 12号 前原富士線 

（欠番）  

佐賀県道 14号 鳥栖朝倉線 

佐賀県道 15号 佐賀八女線 

（欠番）  

佐賀県道 17号 久留米基山筑紫野線  

佐賀県道 18号 大牟田川副線  

佐賀県道 19号 諸富西島線  

佐賀県道 20号 佐賀大川線  

主要地方道（佐賀県内完結路線）   

佐賀県道 21号 三瀬神埼線  

佐賀県道 22号 北茂安三田川線 旧小城北茂安線 

佐賀県道 23号 唐津呼子線  

佐賀県道 24号 武雄多久線  

佐賀県道 25号 多久若木線 旧伊万里多久線 

佐賀県道 26号 伊万里山内線  

（欠番）   

佐賀県道 28号 嬉野塩田線  

佐賀県道 29号 佐賀停車場線  

佐賀県道 30号 佐賀川副線  

佐賀県道 31号 佐賀川久保鳥栖線  

佐賀県道 32号 伊万里畑川内厳木線 

佐賀県道 33号 唐津肥前線 

（欠番）  旧北方川古線 

佐賀県道 35号 多久江北線 

佐賀県道 36号 武雄福富線 

佐賀県道 37号 厳木富士線 

佐賀県道 38号 相知山内線 

佐賀県道 39号 富士三瀬線 

佐賀県道 40号 浜玉相知線 

佐賀県道 41号 鹿島嬉野線 

佐賀県道 42号 小城牛津線 

佐賀県道 43号 牛津芦刈線 

佐賀県道 44号 小城富士線 

佐賀県道 45号 嬉野山内線 

佐賀県道 46号 中原三瀬線 

佐賀県道 47号 肥前呼子線 
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佐賀県道 48号 佐賀外環状線  

佐賀県道 49号 佐賀空港線  

佐賀県道 50号 唐津北波多線  

佐賀県道 51号 佐賀脊振線  

佐賀県道 52号 山本波多津線  

佐賀県道 53号 武雄伊万里線  

佐賀県道 54号 西与賀佐賀線  

（欠番）  55-100 

一般県道（長崎県越境路線）   

（欠番）   

佐賀県道 102号 塩田波佐見線  

佐賀県道 103号 喜内瀬鍋串辻線 旧福島伊万里線 

佐賀県道 104号 波佐見山内線  

（欠番）   

佐賀県道 106号 嬉野川棚線  

佐賀県道 107号 稗木場有田線  

佐賀県道 108号 曲川心野線  

佐賀県道 109号 鷹島肥前線 

（欠番）  110-130 

一般県道（福岡県越境路線）  

佐賀県道 131号 小郡基山線 

佐賀県道 132号 本郷基山停車場線 

佐賀県道 133号 坊所城島線 

（欠番）  旧・早津江柳川線 

（欠番）  旧・菱野鳥栖停車場線 

佐賀県道 136号 入部中原停車場線    早良中原停車場線 

佐賀県道 137号 基山平等寺筑紫野線 

佐賀県道 138号 西島筑邦線 

（欠番）  旧・鐘ヶ江佐賀線 

佐賀県道 140号 大詫間大川線 

（欠番）  141-142 

佐賀県道 143号 藤川二丈線 

佐賀県道 144号 中津天建寺武島線 

佐賀県道 145号 江口長門石江島線 

佐賀県道 146号 坂口藤吉線 

（欠番）  147-200 

一般県道（佐賀県内完結路線）  

（欠番）  旧神埼諸富線 

（欠番）  旧塩田北方線 

（欠番）  203-204 

佐賀県道 205号 鳥栖田代線 

（欠番）  206-207 

佐賀県道 208号 大木庭武雄線 

佐賀県道 209号 広滝大和富士線 

佐賀県道 210号 市武神埼線 

佐賀県道 211号 市武諸富線 

佐賀県道 212号 川上牛津線 

（欠番）  

佐賀県道 214号 白石大町線 

佐賀県道 215号 （欠番） 

佐賀県道 216号 唐津港線 

 

佐賀県道 217号 星賀港線 

佐賀県道 218号 高串港線 

佐賀県道 219号 基山停車場線 

佐賀県道 220号 鳥栖停車場線 

佐賀県道 221号 肥前麓停車場線 

佐賀県道 222号 肥前神埼停車場線 

佐賀県道 223号 伊賀屋停車場線 

佐賀県道 224号 鍋島停車場線 

佐賀県道 225号 久保田停車場線 

佐賀県道 226号 牛津停車場線 

佐賀県道 227号 肥前白石停車場線 

佐賀県道 228号 肥前竜王停車場線 

佐賀県道 229号 肥前鹿島停車場線 

佐賀県道 230号 肥前七浦停車場線 

佐賀県道 231号 肥前飯田停車場線 

佐賀県道 232号 多良停車場線 

佐賀県道 233号 上有田停車場線 

佐賀県道 234号 有田停車場線 

佐賀県道 235号 東多久停車場線 

佐賀県道 236号 唐津停車場線 

佐賀県道 237号 駒鳴停車場線 

佐賀県道 238号 大川野停車場線 

佐賀県道 239号 上伊万里停車場線 

佐賀県道 240号 伊万里停車場線 

佐賀県道 241号 夫婦石停車場線 

佐賀県道 242号 楠久停車場線 

佐賀県道 243号 浦の崎停車場線 

（欠番）  

佐賀県道 245号 諸富停車場線 

佐賀県道 246号 鳥栖停車場曽根崎線 

佐賀県道 247号 肥前神埼停車場八本松線 

佐賀県道 248号 鍋島停車場東山田線 

（欠番）  

佐賀県道 250号 鏡山公園線 

佐賀県道 251号 黒髪山公園線 

佐賀県道 252号 多良岳公園線 

佐賀県道 253号 武雄温泉線 

佐賀県道 254号 今村枝去木線 

（欠番）  255-256 

佐賀県道 257号 梅野有田線 

佐賀県道 258号 半田鬼塚線 

佐賀県道 259号 平山相知線 

佐賀県道 260号 東与賀佐賀線 

（欠番）  旧広江佐賀線 

（欠番）  旧新田三日月線 

（欠番）  旧新田徳須恵線 

佐賀県道 264号 山崎西相知停車場線  

佐賀県道 265号 切木唐津線  

佐賀県道 266号 江上光法停車場線  

佐賀県道 267号 松尾佐賀停車場線  

佐賀県道 268号 久間白石線  

佐賀県道 269号 若宮鶴線 日の隈公園線から改称 

佐賀県道 270号 中野武雄線  

（欠番）  旧金石原武雄線  

（欠番）   

佐賀県道 273号 藤原松瀬線  

（欠番）   

佐賀県道 275号 松尾湯の原線  

佐賀県道 276号 七山厳木線  

佐賀県道 277号 江口東尾線  

佐賀県道 278号 池原古湯線  

(欠番)   旧：妙見満島線  

佐賀県道 280号 中津隈原古賀線 

佐賀県道 281号 大木有田線 

佐賀県道 282号 奥山鹿島線 

佐賀県道 283号 古枝肥前浜停車場線 

佐賀県道 284号 別府牛津停車場線 

佐賀県道 285号 大詫間光法停車場線 

（欠番）  旧西与賀本庄線 

佐賀県道 287号 十五中原線 

（欠番）  旧相応津諸富線 

佐賀県道 289号 皿屋三河内線 

佐賀県道 290号 杉山小城線 

（欠番）  旧背振佐賀線 

佐賀県道 292号 加倉仮屋港線 

（欠番）  旧多久長尾牛津線 

佐賀県道 294号 薬師丸佐賀停車場線 

佐賀県道 295号 竹崎上田古里線（竹崎港線から改称） 

（欠番）  旧徳須恵山本停車場線 

佐賀県道 297号 塩屋大曲線 

佐賀県道 298号 蔵宿有田線 

佐賀県道 299号 三瀬栗並線 

佐賀県道 300号 基山公園線 
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佐賀県道 301号 波戸岬線 

佐賀県道 302号 肥前旭停車場線 

佐賀県道 303号 岩屋川内嬉野温泉停車場線 

（欠番）  旧徳須恵唐津線 

佐賀県道 305号 脊振山公園線 

佐賀県道 306号 鳥巣浜崎停車場線 

（欠番）  

佐賀県道 308号 小侍多久原線 

佐賀県道 309号 山浦肥前鹿島停車場線 

佐賀県道 310号 名護屋港線 

（欠番）  旧岩野呼子線 

（欠番）  

佐賀県道 313号 飯盛戸ヶ里港線 

佐賀県道 314号 （欠番） 

佐賀県道 315号 川古平山上線 

佐賀県道 316号 川内野浦の崎港線 

佐賀県道 317号 納所入野線 

（欠番）  318-319 

佐賀県道 320号 千々賀神田線 

佐賀県道 321号 黒川松島線 

佐賀県道 322号 板屋厳木線 

佐賀県道 323号 八幡岳公園線 

佐賀県道 324号 久間深浦線 

佐賀県道 325号 吉田鶴線 

佐賀県道 326号 山谷大木線 

佐賀県道 327号 七山唐津線 

佐賀県道 328号 相知唐津浜玉線 

佐賀県道 329号 九千部山公園線 

佐賀県道 330号 武雄塩田線 

佐賀県道 331号 北方朝日線 

佐賀県道 332号 多久牛津線 

佐賀県道 333号 佐賀環状東線 

佐賀県道 334号 吉野ヶ里公園線 

佐賀県道 335号 神埼北茂安線 

佐賀県道 336号 中原鳥栖線 

佐賀県道 337号 天山公園線 

佐賀県道 338号 岸川莇原線 

佐賀県道 339号 江北芦刈線 

佐賀県道 340号 鎮西唐津線 

佐賀県道 341号 山崎町切線 

佐賀県道 342号 筒井万賀里川線 

佐賀県道 343号 有田ポーセリンパーク線 

佐賀県道 344号 伊万里有田線 

佐賀県道 345号 武雄白石線 

佐賀県道 346号 嬉野下宿塩田線 

佐賀県道 347号 虹の松原線 

佐賀県道 348号 新鳥栖停車場線 

佐賀県道 349号 嬉野温泉停車場線 

（欠番）  

一般県道（自転車道）  

佐賀県道 401号 佐賀環状自転車道線 
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R42:長崎県道一覧 
 

主要地方道（佐賀県越境路線）  

長崎県道 1号 佐世保嬉野線 

（欠番） 旧大村鹿島線 

（欠番） 旧佐世保伊万里線 

長崎県道 4号 川棚有田線 

長崎県道 5号 伊万里松浦線 

長崎県道 6号 大村嬉野線 

（欠番）  7-10 

主要地方道（長崎県完結路線）  

長崎県道 11号 佐世保日野松浦線 

長崎県道 12号 大瀬戸西彼線 

（欠番）  旧長崎野母港線 

（欠番）  旧諫早時津線 

長崎県道 15号 崎戸大島線 

長崎県道 16号 諫早停車場線 

長崎県道 17号 大村停車場線 

長崎県道 18号 佐々鹿町江迎線 

長崎県道 19号 平戸田平線 

（欠番）  旧福江玉之浦線 

（欠番）  旧厳原対馬線 

長崎県道 22号 有川奈良尾線 

長崎県道 23号 勝本石田線 

長崎県道 24号 厳原豆酘美津島線 

長崎県道 25号 郷ノ浦港線 

長崎県道 26号 佐世保港線 

長崎県道 27号 福江荒川線 

長崎県道 28号 長崎畝刈線 

長崎県道 29号 香焼江川線 

長崎県道 30号 小浜北有馬線 

長崎県道 31号 富江岐宿線 

長崎県道 32号 有川新魚目線 

長崎県道 33号 長崎多良見線 

長崎県道 34号 野母崎宿線 

（欠番）  旧国見雲仙線 

（欠番）  旧口之津雲仙線 

長崎県道 37号 大村貝津線 

長崎県道 38号 長崎空港線 

長崎県道 39号 上対馬豊玉線 

長崎県道 40号 佐世保吉井松浦線 

長崎県道 41号 諫早飯盛線 

長崎県道 42号 平戸生月線 

長崎県道 43号 西彼太田和港線 

長崎県道 44号 桟原小茂田線 

長崎県道 45号 東長崎長与線 

長崎県道 46号 若松白魚線 

長崎県道 47号 雲仙西有家線 

長崎県道 48号 木坂佐賀線 

長崎県道 49号 福江富江線 

長崎県道 50号 玉之浦大宝線 

長崎県道 51号 長崎南環状線 

長崎県道 52号 大島太田和線 

長崎県道 53号 柚木三川内線 

長崎県道 54号 栗木吉井線 

長崎県道 55号 有喜本諫早停車場線 

長崎県道 56号 上県小鹿港線 

長崎県道 57号 神ノ浦港長浦線 

長崎県道 58号 愛野島原線 

長崎県道 59号 郷ノ浦沼津勝本線 

長崎県道 60号 獅子津吉線 

長崎県道 61号 御厨田代江迎線 

長崎県道 62号 上五島空港線 

長崎県道 63号 福江空港線 

長崎県道 64号 対馬空港線 

長崎県道 65号 壱岐空港線 

（欠番）  66-100 

一般県道（佐賀県越境路線） 

（欠番） 

長崎県道 102号 塩田波佐見線 

長崎県道 103号 喜内瀬鍋串辻線 

長崎県道 104号 波佐見山内線 

（欠番） 
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長崎県道 106号 嬉野川棚線 

長崎県道 107号 稗木場有田線 

長崎県道 108号 曲川心野線 

長崎県道 109号 鷹島肥前線 

長崎県道 110号 （欠番） 

一般県道（長崎県完結路線）  

長崎県道 111号 道ノ尾停車場線 

長崎県道 112号 長崎式見港線 

長崎県道 113号 長与昭和町線 

長崎県道 114号 畦別当伊木力線 

長崎県道 115号 長崎漁港村松線 

長崎県道 116号 長崎芒塚インター線 

長崎県道 117号 （欠番） 

長崎県道 118号 伊王島線 

（欠番）  旧神ノ浦港長浦線 

長崎県道 120号 上岳宮ノ浦線 

長崎県道 121号 面高港線 

長崎県道 122号 七釜西彼線 

（欠番）  旧有喜本諫早停車場線 

長崎県道 124号 大里森山肥前長田停車場線 

長崎県道 125号 諫早外環状線 

長崎県道 126号 松原停車場線 

長崎県道 127号 竹松停車場線 

長崎県道 128号 雲仙千々石線 

長崎県道 129号 （久山港線） 

長崎県道 130号 加津佐停車場山口線 

長崎県道 131号 雲仙神代線 

長崎県道 132号 雲仙有家線 

長崎県道 133号 雲仙深江線 

長崎県道 134号 島原湊停車場線 

（欠番）  旧雲仙西有家線 

長崎県道 136号 多良岳公園線 

長崎県道 137号 彼杵停車場線 

長崎県道 138号 田結久山線 

長崎県道 139号 佐世保鹿町線 

（欠番）  旧相浦港線 

長崎県道 141号 ハウステンボス線 

長崎県道 142号 重尾長畑線 

（欠番）  旧江迎星鹿港線 

長崎県道 144号 松浦江迎線 

（欠番）  

長崎県道 146号 上志佐今福停車場線 

長崎県道 147号 臼ノ浦港線  

（欠番）  旧肥前吉井停車場線  

長崎県道 149号 俵ヶ浦日野線  

（欠番）  旧柚木停車場三河内線  

長崎県道 151号 佐世保世知原線  

長崎県道 152号 田平港線  

長崎県道 153号 田ノ浦平戸港線  

（欠番）  

（欠番）  旧前津吉港紐差線 

（欠番）  旧前津吉港線 

（欠番）  

長崎県道 158号 鷹島線  

長崎県道 159号 大根坂的山線  

長崎県道 160号 宇久島循環線  

長崎県道 161号 小値賀循環線  

長崎県道 162号 河務福江線  

（欠番）  上五島神之浦線 

長崎県道 164号 玉之浦岐宿線 

長崎県道 165号 大浜福江線 

長崎県道 166号 椛島線 

長崎県道 167号 久賀島線 

長崎県道 168号 奈留島線 

長崎県道 169号 日ノ島猿浦線 

長崎県道 170号 青方港魚目線 

（欠番）  旧郷ノ浦沼津勝本線 

長崎県道 172号 国分箱崎線 

長崎県道 173号 郷ノ浦芦辺線 

長崎県道 174号 湯ノ本芦辺線 

長崎県道 175号 渡良浦初瀬線 

長崎県道 176号 初瀬印通寺線 

（欠番）  

長崎県道 178号 舟志佐須奈線 

長崎県道 179号 グリーンピアつしま線 

長崎県道 180号 舟志宮原線 

長崎県道 181号 比田勝港線 

長崎県道 182号 大浦比田勝港線 

（欠番）  旧愛野島原線 

長崎県道 184号 諫早多良岳線 

長崎県道 185号 高島線 

（欠番）  

長崎県道 187号 太田有川港線 

（欠番）  旧上県小鹿港線 

長崎県道 189号 鹿見港線 

長崎県道 190号 千綿渓線 

（欠番）  

長崎県道 192号 瀬浦厳原港線 

（欠番）  

長崎県道 194号 黒瀬馬込港線 

長崎県道 195号 小長井線 

（欠番）  旧福江空港線 

長崎県道 197号 竹敷鶏知線 

（欠番）  旧壱岐空港線 

長崎県道 199号 松島循環線 

長崎県道 200号 薄香港線 

長崎県道 201号 北野千々石線 

長崎県道 202号 野田島原線 

長崎県道 203号 佐尾港線 

長崎県道 204号 奥ノ平時津線 

長崎県道 205号 日ノ坂瀬川港線 

（欠番）  

長崎県道 207号 千本木島原港線 

長崎県道 208号 礫石原松尾停車場線 

長崎県道 209号 山口南有馬線 

長崎県道 210号 平石千々石線 

長崎県道 211号 岩瀬浦港線 

長崎県道 212号 富川渓線 

長崎県道 213号 南風崎停車場指方線 

（欠番）  旧栗木世知原線 

（欠番）  旧仁位港線 

長崎県道 216号 池島循環線 

長崎県道 217号 矢次南有馬線 

長崎県道 218号 津和崎立串線 

（欠番）  

長崎県道 220号 野田道西郷港線 

長崎県道 221号 以善田平港線 

長崎県道 222号 平瀬佐世保線 

長崎県道 223号 荒牧尾登線 

長崎県道 224号 深堀三和線 

長崎県道 225号 斑浜津線 

（欠番）  

長崎県道 227号 志方江迎線 

長崎県道 228号 御厨江迎線 

長崎県道 229号 扇山公園線 

長崎県道 230号 北松公園平戸口線 

長崎県道 231号 湯ノ本勝本線 

長崎県道 232号 唐崎岬線 

長崎県道 233号 貝津岳浜ノ畔線 

長崎県道 234号 大崎公園線 

長崎県道 235号 昭和馬町線 

長崎県道 236号 神ノ島飽ノ浦線 

長崎県道 237号 小ヶ倉田上線 

（欠番）  旧対馬空港線 

（欠番）  旧上五島空港線 



 １２８ 

（欠番）  県道 251号樺島港脇岬線 

（欠番）  

長崎県道 242号 形上宮浦港線 

長崎県道 243号 寺島馬込港線 

長崎県道 244号 小値賀空港線 

（欠番）  245-247 

長崎県道 248号 崎岡町早岐線 

（欠番）  

長崎県道 250号 伊王島香焼線 

長崎県道 251号 樺島港脇岬線 

長崎県道 252号 多良岳大村線 

（欠番）  253-255 

長崎県道 256号 星鹿港線 

長崎県道 257号 大村外環状線 

（欠番）  258-299 

一般県道（自転車道） 

長崎県道 300号 長崎野母崎自転車道線 
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R43:熊本県道一覧 
 

主要地方道  

熊本県道 1号 熊本玉名線 

（欠番）  旧熊本浜線 

熊本県道 3号 大牟田植木線 

熊本県道 4号 玉名八女線 

熊本県道 5号 大牟田南関線 

熊本県道 6号 玉名立花線 

（欠番）  旧大牟田熊本宇土線 

熊本県道 8号 竹田五ヶ瀬線 

熊本県道 9号 日田鹿本線 

熊本県道 10号 南関大牟田北線 

熊本県道 11号 別府一の宮線 

熊本県道 12号 天瀬阿蘇線 

熊本県道 13号 黒木鹿北線 

熊本県道 14号 八代鏡宇土線 

熊本県道 15号 人吉水俣線 

熊本県道 16号 玉名山鹿線 

熊本県道 17号 坂本人吉線 

熊本県道 18号 菊池鹿北線 

（欠番）  旧大津甲佐線 

（欠番）  旧宮原甲佐線 

（欠番）  旧三角松橋線 

熊本県道 22号 熊本停車場線 

熊本県道 23号 菊池赤水線 

熊本県道 24号 本渡下田線 

熊本県道 25号 宮原五木線 

熊本県道 26号 本渡牛深線 

熊本県道 27号 芦北球磨線 

熊本県道 28号 熊本高森線 

熊本県道 29号 荒尾南関線 

熊本県道 30号 大津植木線 

熊本県道 31号 熊本田原坂線 

熊本県道 32号 小川嘉島線 

熊本県道 33号 人吉水上線 

熊本県道 34号 松島馬場線 

熊本県道 35号 牛深天草線 

熊本県道 36号 熊本益城大津線 

熊本県道 37号 熊本菊鹿線 

熊本県道 38号 宇土甲佐線 

熊本県道 39号 矢部阿蘇公園線 

熊本県道 40号 南小国波野線 

熊本県道 41号 高森波野線 

熊本県道 42号 八代鏡線 

熊本県道 43号 錦湯前線 

熊本県道 44号 本渡苓北線 

熊本県道 45号 阿蘇公園菊池線 

熊本県道 46号 荒尾長洲線 

熊本県道 47号 本渡五和線  

熊本県道 48号 多良木相良線  

熊本県道 49号 熊本大津線  

熊本県道 50号 熊本嘉島線  

熊本県道 51号 熊本港線  

熊本県道 52号 小川泉線  

熊本県道 53号 植木インター菊池線  

熊本県道 54号 人吉インター線  

熊本県道 55号 山鹿植木線  

熊本県道 56号 水俣田浦線  

熊本県道 57号 益城矢部線  

熊本県道 58号 宇土不知火線  

熊本県道 59号 有明倉岳線  

熊本県道 60号 芦北坂本線  

（欠番）  61-100 

一般県道  

熊本県道 101号 植木河内港線 

熊本県道 102号 上漆田東間下線 

熊本県道 103号 熊本空港線 

熊本県道 104号 熊本浜線 

熊本県道 105号 甲佐小川線 

熊本県道 106号 嘉島甲佐線 

熊本県道 107号 満越城本線 

（欠番）  旧本渡五和線 

熊本県道 109号 大浦港線 

熊本県道 110号 阿蘇一の宮線 

熊本県道 111号 阿蘇吉田線 

熊本県道 112号 長洲玉名線 

熊本県道 113号 玉名植木線 

（欠番）  旧天水熊本線 

熊本県道 115号 八女小国線 

（欠番）  旧人吉水俣線 

熊本県道 117号 水俣出水線 

熊本県道 118号 湯出大口線 

熊本県道 119号 植木山鹿線 

（欠番）  旧鈴麦山鹿線 

（欠番）  旧大牟田植木線 

（欠番）  旧玉名立花線 

（欠番）  旧南関田隈線 

熊本県道 124号 金山櫟野線 

（欠番）  旧大淵鹿北線 

熊本県道 126号 大牟田荒尾線 

熊本県道 127号 岩野黒木線 

（欠番）  旧菊鹿鹿北線 

（欠番）  旧菊鹿熊本線 

（欠番）  旧矢護川熊本線 

熊本県道 131号 笹倉久住線 

（欠番）  旧鯛生鹿本線 

熊本県道 133号 鯛生菊池線 

熊本県道 134号 南小国上津江線 

熊本県道 135号 高森竹田線 

（欠番）  旧天瀬阿蘇線 

熊本県道 137号 上野田黒渕線 

熊本県道 138号 辛川鹿本線 

熊本県道 139号 旭志鹿本線 

（欠番）  旧赤水菊池線 

熊本県道 141号 河内矢部線 

熊本県道 142号 上椎葉湯前線 
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熊本県道 143号 中河間多良木線 

熊本県道 144号 槻木田代八重線 

熊本県道 145号 瀬田熊本線 

（欠番）  旧産山小国線 

（欠番）  旧松橋熊本線 

（欠番）  旧弦巻城南線 

熊本県道 149号 河陰阿蘇線  

（欠番）  旧中松矢部線  

熊本県道 151号 清和高森線  

熊本県道 152号 稲生野甲佐線  

熊本県道 153号 清和砥用線  

（欠番）  旧北中島益城線  

熊本県道 155号 氷川八代線  

熊本県道 156号 鏡宮原線  

（欠番）  旧鏡浜八代線  

熊本県道 158号 中津道八代線  

熊本県道 159号 樅木河合場線  

熊本県道 160号 （欠番） 旧錦湯前線 

熊本県道 161号 五木湯前線  

熊本県道 162号 相良人吉線  

（欠番）  旧水上人吉線  

（欠番）  旧相良免田線  

熊本県道 165号 玉名停車場立願寺線 

（欠番）  旧長洲野原線 

熊本県道 167号 肥後伊倉停車場線 

熊本県道 168号 大野下停車場西照寺線 

熊本県道 169号 大野下停車場線 

熊本県道 170号 肥後伊倉停車場田崎線 

（欠番）  旧菊池豊田線 

熊本県道 172号 大津停車場線 

（欠番）  旧大観峯水源線 

熊本県道 174号 立野停車場線 

熊本県道 175号 内牧停車場線 

熊本県道 176号 内牧停車場乙姫線 

熊本県道 177号 高森停車場線 

熊本県道 178号 小国停車場線 

（欠番）  旧小国停車場蔵原線 

熊本県道 180号 南田内大臣線 

熊本県道 181号 松橋停車場線 

熊本県道 182号 田迎木原線 

（欠番）  旧不知火笠岩線 

熊本県道 184号 小川停車場線 

熊本県道 185号 多良木停車場線 

熊本県道 186号 川瀬免田線 

熊本県道 187号 免田停車場線 

熊本県道 188号 人吉停車場線 

熊本県道 189号 大畑停車場線 

（欠番）  旧湯前停車場線 

熊本県道 191号 部田見木葉線 

（欠番）  旧椛野原線 

（欠番）  旧清源寺高浜線 

熊本県道 194号 和仁菊水線 

熊本県道 195号 和仁山鹿線 

熊本県道 196号 鹿本松尾線 

熊本県道 197号 津留鹿本線 

熊本県道 198号 田底鹿本線 

熊本県道 199号 南田島豊田線 

熊本県道 200号 畑中山鹿線 

熊本県道 201号 二重峠菊池線 

熊本県道 202号 矢護川大津線 

熊本県道 203号 日生野隈府線 

熊本県道 204号 西古閑泗水線 

熊本県道 205号 原立門線 

熊本県道 206号 堂園小森線 

熊本県道 207号 瀬田竜田線 

熊本県道 208号 外牧大林線 

熊本県道 209号 曲手原水線 

（欠番）  旧下町大津線 

熊本県道 211号 岩坂陣内線 

熊本県道 212号 津留柳線 

熊本県道 213号 内牧坂梨線 

熊本県道 214号 小地野永谷線 

（欠番）  旧津留小池野線 

熊本県道 216号 産山小地野線 

熊本県道 217号 河原新波野線 

熊本県道 218号 上色見草部線 

熊本県道 219号 横野矢部線 

熊本県道 220号 三本松甲佐線 

熊本県道 221号 田代御船線 

熊本県道 222号 柿原入佐線 

熊本県道 223号 島木上寺線 

熊本県道 224号 小峯川内線 

熊本県道 225号 山西大津線 

熊本県道 226号 六嘉秋津新町線 

熊本県道 227号 並建熊本線 

熊本県道 228号 戸島熊本線 

熊本県道 229号 畠口川尻停車場線 

（欠番）  旧水前寺小森線 

熊本県道 231号 託麻北部線 

熊本県道 232号 小池竜田線 

熊本県道 233号 海路口小島線 

熊本県道 234号 天明川尻線 

熊本県道 235号 益城菊陽線 

熊本県道 236号 神水川尻線 

熊本県道 237号 小島新町線 

熊本県道 238号 画図秋津線 

熊本県道 239号 御船甲佐線 

熊本県道 240号 今吉野甲佐線 

熊本県道 241号 千町廻江線 

熊本県道 242号 走潟廻江線 

熊本県道 243号 郡浦網田線 

熊本県道 244号 下郷北新田線 

熊本県道 245号 共栄千丁停車場線 

熊本県道 246号 千丁停車場興善寺線 

熊本県道 247号 久連子落合線 

（欠番）  旧椎原河合場線 

（欠番）  旧八代高田線 

熊本県道 250号 八代港大手町線 

熊本県道 251号 郡築横手線 

（欠番）  旧植柳敷川内線 

熊本県道 253号 破木二見線 

熊本県道 254号 二見田浦線 

熊本県道 255号 竜北小川停車場線 

熊本県道 256号 鹿野赤迫線 

（欠番）  旧七番永碇線 

熊本県道 258号 田上日奈久線 

熊本県道 259号 小鶴原女木線 

熊本県道 260号 皆越免田線 

熊本県道 261号 五木多良木線 

熊本県道 262号 覚井一武線 

熊本県道 263号 高沢一勝地線 

熊本県道 264号 幸野染田線 

熊本県道 265号 大畑西線 

熊本県道 266号 梶屋多良木線 

熊本県道 267号 西の園中里線 

熊本県道 268号 水俣港大黒町線 

熊本県道 269号 田浦港線 

熊本県道 270号 天月湯浦線 

熊本県道 271号 越小場湯浦線 

熊本県道 272号 球磨田浦線 

（欠番）  旧白石花岡線 

（欠番）  旧田浦佐敷港芦北線 

（欠番）  旧津奈木水俣線 

（欠番）  旧久多良木横居木線 

熊本県道 277号 姫戸港教良木線 
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熊本県道 278号 宮地岳本渡線 

（欠番）  旧宮地岳河浦線 

熊本県道 280号 新合高浜港線 

熊本県道 281号 坂瀬川御領線 

熊本県道 282号 河内上津浦港線 

熊本県道 283号 下浦馬場線 

熊本県道 284号 坂瀬川鬼池港線 

熊本県道 285号 宮野河内新合線 

熊本県道 286号 都呂々宮地岳線 

熊本県道 287号 大宮地宮地岳線 

熊本県道 288号 深海線 

熊本県道 289号 大多尾新合線 

熊本県道 290号 教良木知十港線 

熊本県道 291号 宮地岳今田線 

熊本県道 292号 引地本町線 

熊本県道 293号 福連木都呂々線  

（欠番）  旧志岐本渡線  

熊本県道 295号 錦島釜線  

熊本県道 296号 円通寺志岐線  

熊本県道 297号 川尻宇土線  

熊本県道 298号 阿蘇公園下野線  

熊本県道 299号 草千里浜栃木線  

（欠番）  旧北山阿蘇線  

熊本県道 301号 方保田山鹿線  

熊本県道 302号 稲佐津留玉名線  

熊本県道 303号 四方寄熊本線    旧国道 3号 

熊本県道 304号 一勝地神瀬線  

熊本県道 305号 宮崎芦北線  

（欠番）  旧岩城湯浦線  

熊本県道 308号 阿蘇停車場線  

熊本県道 309号 本渡港線  

熊本県道 310号 瀬川玉東線 

（欠番）  旧久米免田線 

熊本県道 312号 新山原水線 

熊本県道 313号 中小野浦川内線 

熊本県道 314号 松橋インター線 

熊本県道 315号 平山荒尾線 

熊本県道 316号 竈門菰田山鹿線 

熊本県道 317号 住吉熊本線 

熊本県道 318号 満願寺黒川線 

熊本県道 319号 北里宮原線 

熊本県道 320号 仏原高森線 

熊本県道 321号 長原川野線 

熊本県道 322号 囲砥用線 

熊本県道 323号 大牟田大鞘八代港線 

熊本県道 324号 深川津奈木線 

熊本県道 325号 小枝深水線 

熊本県道 326号 遠原渡線 

熊本県道 327号 碇石中田線 

熊本県道 328号 大浜小天線 

（欠番）  旧熊本港線 

熊本県道 330号 原植木線 

熊本県道 331号 熊本山鹿自転車道線 

熊本県道 332号 古石天月線 

熊本県道 333号 小天下硯川線 

熊本県道 334号 龍ヶ岳御所浦線 

熊本県道 335号 天草空港線 

熊本県道 336号 湯前人吉自転車道線 

熊本県道 337号 八代港線 

熊本県道 338号 熊本菊陽線 

熊本県道 339号 八代不知火線 

熊本県道 340号 北外輪山大津線 

熊本県道 341号 水俣港線 

熊本県道 342号 大津西合志線 

熊本県道 343号 砂原四方寄線 

熊本県道 344号 花園インター線 

熊本県道 345号 池上インター線 

熊本県道 346号 西片新八代停車場線 

熊本県道 347号 新八代停車場線 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R44:大分県道一覧 
 
大分県道 1号 豊前万田線 

大分県道 2号 豊前耶馬溪線 

（欠番）  3-5 

大分県道 6号 日之影宇目線 

大分県道 7号 緒方高千穂線 

大分県道 8号 竹田五ヶ瀬線 

大分県道 9号 日田鹿本線 

（欠番）  

大分県道 11号 別府一の宮線 

大分県道 12号 天瀬阿蘇線 

（欠番）  13-15 

大分県道 16号 吉富本耶馬渓線 

（欠番）  17-20 

大分県道 21号 大分臼杵線 

大分県道 22号 大在大分港線 

大分県道 23号 中津高田線 

大分県道 24号 日出山香線 

大分県道 25号 臼杵上戸次線 

大分県道 26号 三重野津原線 

大分県道 27号 耶馬溪院内線 

大分県道 28号 森耶馬溪線 

大分県道 29号 豊後高田国東線 

大分県道 30号 庄内久住線 

大分県道 31号 山香国見線 

大分県道 32号 別府停車場線 

大分県道 33号 臼杵停車場線 

大分県道 34号 豊後高田安岐線 

大分県道 35号 三重弥生線 

大分県道 36号 佐伯津久見線 

大分県道 37号 佐伯蒲江線 

大分県道 38号 坂ノ市中戸次線 

大分県道 39号 小野市重岡線 

大分県道 40号 飯田高原中村線 

大分県道 41号 大分大野線 

大分県道 42号 山香院内線 

大分県道 43号 玖珠山国線 

大分県道 44号 宇佐本耶馬溪線 

大分県道 45号 宇目清川線 

大分県道 46号 緒方朝地線 

大分県道 47号 竹田直入線 

大分県道 48号 日田玖珠線 

大分県道 49号 大田杵築線 

大分県道 50号 安心院湯布院線 

大分県道 51号 別府挾間線 

大分県道 52号 別府庄内線 

大分県道 53号 野津宇目線 

大分県道 54号 玖珠天瀬線 

大分県道 55号 両子山武蔵線 

大分県道 56号 中判田下郡線 

大分県道 57号 竹田犬飼線 

（欠番）  58-101 

大分県道 102号 野路土佐井線 

（欠番）  103-104 

大分県道 105号 山北日田線 
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大分県道 106号 朝田日田線 

大分県道 107号 宝珠山日田線 

大分県道 108号 中津吉富線 

大分県道 109号 福土吉富線 

大分県道 110号 東下中津線 

大分県道 111号 東上戸原線 

大分県道 112号 福岡日田線 

大分県道 113号 中津豊前線 

大分県道 114号 前津江星野線 

大分県道 115号 八女小国線 

（欠番）  116-121 

大分県道 122号 古江丸市尾線 

（欠番）  123-130 

大分県道 131号 笹倉久住線 

（欠番）  

大分県道 133号 鯛生菊池線 

大分県道 134号 南小国上津江線 

大分県道 135号 高森竹田線 

（欠番）  

大分県道 137号 上野田黒渕線 

（欠番）  138-200 

大分県道 201号 国東安岐線 

大分県道 202号 挾間野津原線 

（欠番）  

大分県道 204号 津久見野津線 

大分県道 205号 臼杵坂ノ市線 

大分県道 206号 臼杵大南線 

大分県道 207号 大分挾間線 

大分県道 208号 鶴崎大南線 

大分県道 209号 朝地直入線 

大分県道 210号 緒方大野線 

（欠番）  211-212 

大分県道 213号 長洲宇佐線 

（欠番）  

大分県道 215号 長洲宇佐神宮線 

大分県道 216号 別府湯布院線 

大分県道 217号 臼杵津久見線 

大分県道 218号 別府山香線 

大分県道 219号 佐伯弥生線 

（欠番）  220-300 

（欠番）  301-350 

大分県道 351号 八坂真那井線 

（欠番）  352-400 

（欠番）  401-403 

大分県道 404号 糸原杵築線 

大分県道 405号 成仏杵築線 

（欠番）  

大分県道 407号 白地日田線 

大分県道 408号 （欠番） 

大分県道 409号 下恵良九重線 

大分県道 410号 牧口徳田竹田線 

大分県道 411号 中津山国自転車道線 

大分県道 412号 久住高原野津原線 

大分県道 413号 杵築安岐国東自転車道線 

（欠番）  414-500 

大分県道 501号 色宮港木立線 

大分県道 502号 佐伯港線 

大分県道 503号 上岡停車場線 

大分県道 504号 坂ノ市停車場線 

大分県道 505号 下ノ江停車場線 

大分県道 506号 上臼杵停車場線 

大分県道 507号 津久見停車場線 

大分県道 508号 竹中停車場線 

（欠番）  

大分県道 510号 臼杵港線 

大分県道 511号 大分港線 

大分県道 512号 西大分停車場線 

大分県道 513号 鶴崎停車場線 

大分県道 514号 高城停車場線 

大分県道 515号 中判田停車場線 

大分県道 516号 向之原停車場線 

大分県道 517号 三重停車場線 

大分県道 518号 朝地停車場線 

大分県道 519号 三重新殿線 

大分県道 520号 日出港線 

大分県道 521号 豊後豊岡停車場線 

大分県道 522号 竹田津港線 

大分県道 523号 国東港線 

大分県道 524号 伊美港線 

大分県道 525号 高田港線 

大分県道 526号 柳ヶ浦停車場線 

大分県道 527号 豊前長洲停車場線 

大分県道 528号 長洲港線 

大分県道 529号 豊前善光寺停車場線 

大分県道 530号 中津港線 

大分県道 531号 中津停車場線 

大分県道 532号 東中津停車場線 

大分県道 533号 東中津停車場和田線 

大分県道 534号 真坂停車場線 

大分県道 535号 豊後三芳停車場線 

大分県道 536号 大在公共埠頭線 

大分県道 537号 湯平温泉線 

大分県道 538号 宇佐停車場線 

大分県道 539号 鶴崎港線 

大分県道 540号 小野屋停車場線 

大分県道 541号 四浦港津井浦線 

大分県道 542号 熊毛港線 

大分県道 543号 武蔵港線 

大分県道 544号 文珠山浜線 

大分県道 545号 大分空港線 

大分県道 546号 下ノ江港線 

（欠番）  

大分県道 548号 地蔵峠小田原線 

（欠番）  549-600 

大分県道 601号 小挾間大分線 

大分県道 602号 深耶馬玖珠線 

大分県道 603号 赤木吹原佐伯線 

大分県道 604号 梶寄浦佐伯線 

大分県道 605号 床木海崎停車場線 

大分県道 606号 西浦姫島港線 

大分県道 607号 長良木立線 

大分県道 608号 笠掛直見停車場線 

大分県道 609号 上爪横川線 

大分県道 610号 松岡日岡線 

大分県道 611号 四浦日代線 

大分県道 612号 長目中ノ島線 

大分県道 613号 御泊奥江線 

大分県道 614号 川添志村線 

大分県道 615号 松浦米水津線 

大分県道 616号 塚原天間線 

大分県道 617号 鳥越湯布院線 

大分県道 618号 籠原挾間線 

大分県道 619号 中村別府線 

大分県道 620号 東山庄内線 

大分県道 621号 田野庄内線 

大分県道 622号 弓立上戸次線 

大分県道 623号 下世利寒田線 

大分県道 624号 山移大島線 

大分県道 625号 宇佐インター線 

大分県道 626号 中村鬼瀬停車場線 

大分県道 627号 久木野尾山浦線 

大分県道 628号 大分光吉インター線 

大分県道 629号 和気佐野線 

大分県道 630号 蒲江波当津インター線 

大分県道 631号 中判田犬飼線 
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大分県道 632号 中土師犬飼線 

大分県道 633号 川登臼杵線 

大分県道 634号 六種緒方線 

大分県道 635号 佐賀関循環線 

大分県道 636号 百枝浅瀬野津線 

大分県道 637号 吉野原犬飼線 

大分県道 638号 白丹竹田線 

大分県道 639号 神原玉来線 

大分県道 640号 穴井迫荻線 

大分県道 641号 美和佐野線 

大分県道 642号 鉄輪亀川線 

大分県道 643号 日出真那井杵築線 

大分県道 644号 藤原杵築線 

大分県道 645号 亀川別府線 

大分県道 646号 津民中摩線 

大分県道 647号 栃野西大山線 

大分県道 648号 津久見インター線 

大分県道 649号 下原古城線 

大分県道 650号 下成仏立野線 

大分県道 651号 富清掛樋線 

大分県道 652号 赤根富来浦線 

大分県道 653号 小河内香々地線 

大分県道 654号 赤根真玉線 

大分県道 655号 新城山香線 

大分県道 656号 尾永井猿渡線 

大分県道 657号 池田大原線 

大分県道 658号 佐田駅川線 

大分県道 659号 津房木裳線 

大分県道 660号 山袋久々姥線 

大分県道 661号 下矢部宇佐線 

大分県道 662号 下時枝今津停車場線 

大分県道 663号 万田四日市線 

大分県道 664号 円座中津線 

大分県道 665号 鍋島植野線 

大分県道 666号 深秣植野線 

大分県道 667号 落合斎藤線 

大分県道 668号 山内新殿線 

大分県道 669号 阿蘇くじゅう公園線 

大分県道 670号 和田大鶴停車場線 

大分県道 671号 大鶴熊取線 

大分県道 672号 戸畑日田線 

大分県道 673号 小畑日田線 

大分県道 674号 岩戸五馬日田線 

大分県道 675号 臼木沖代線 

大分県道 676号 西有田豆田線 

大分県道 677号 石井庄手線 

大分県道 678号 書曲野田線 

大分県道 679号 川上玖珠線 

大分県道 680号 田野宝泉寺停車場線 

大分県道 681号 右田引治線 

大分県道 682号 西寒多寒田線 

大分県道 683号 北浦姫島港線 

大分県道 684号 羅漢寺跡田線 

大分県道 685号 萩原下郡線 

大分県道 686号 稲積姫島港線 

大分県道 687号 西野浦河内線 

大分県道 688号 中津留轟牧口停車場線 

（欠番）  

大分県道 690号 湛水挾間線 

大分県道 691号 大入島北循環線 

大分県道 692号 大入島南循環線 

大分県道 693号 百枝大野線 

（欠番）  

大分県道 695号 久重野荻線 

大分県道 696号 高崎大分線 

大分県道 697号 渋味成恒中津線 

大分県道 698号 西大山大野日田線 

大分県道 699号 小川穴井迫線 

（欠番）  

（欠番）  

大分県道 702号 平原耶馬溪線 

（欠番）  

大分県道 704号 菅原戸畑線 

（欠番）  

大分県道 706号 伏野宇目線 

大分県道 707号 大泊浜徳浦線 

大分県道 708号 夷堅来線 

大分県道 709号 俣水一畑線 

大分県道 710号 田野野上線 

大分県道 711号 合瀬上野田線 

大分県道 712号 川原上野田線 

大分県道 713号 弁天横瀬自転車道線 

（欠番）  

大分県道 715号 木田神崎線 

大分県道 716号 佐田山香線 

大分県道 717号 久木野尾尾立線 

大分県道 718号 伏野三重線 

大分県道 719号 東長宝西線 

大分県道 720号 日田山国線 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R45:宮崎県道一覧 
 

 主要地方道   

宮崎県道 1号 小林えびの高原牧園線   

宮崎県道 2号 都城隼人線   

宮崎県道 3号 日南志布志線   

（欠番）  4-5 

宮崎県道 6号 日之影宇目線   

宮崎県道 7号 緒方高千穂線   

宮崎県道 8号 竹田五ヶ瀬線   

宮崎県道 9号 宮崎西環状線   

宮崎県道 10号 宮崎インター佐土原線   

宮崎県道 11号 宮崎島之内線   

宮崎県道 12号 都城東環状線   

宮崎県道 13号 高岡郡司分線   

宮崎県道 14号 佐土原国富線   

宮崎県道 15号 日知屋財光寺線   

宮崎県道 16号 稲葉崎平原線 

宮崎県道 17号 南俣宮崎線 

宮崎県道 18号 荒武新富線 

宮崎県道 19号 石河内高城高鍋線 

宮崎県道 20号 北方北郷線 

（欠番） 

宮崎県道 22号 東郷西都線 

宮崎県道 23号 細島港線 

宮崎県道 24号 高鍋高岡線 

宮崎県道 25号 宮崎停車場線 

宮崎県道 26号 宮崎須木線 

宮崎県道 27号 宮崎北郷線 

宮崎県道 28号 日南高岡線 

宮崎県道 29号 高原野尻線 

宮崎県道 30号 えびの高原小田線 

宮崎県道 31号 都城霧島公園線 

宮崎県道 32号 都城停車場線  

宮崎県道 33号 都城北郷線  

宮崎県道 34号 都城串間線  



 １３３ 

宮崎県道 35号 油津港線  

宮崎県道 36号 都井岬線  

（欠番）  37-38 

宮崎県道 39号 西都南郷線  

宮崎県道 40号 都農綾線  

宮崎県道 41号 （欠番）  

宮崎県道 42号 都城野尻線  

宮崎県道 43号 北川北浦線  

宮崎県道 44号 宮崎高鍋線  

宮崎県道 45号 御池都城線  

宮崎県道 46号 高城山田線  

宮崎県道 47号 三股高城線  

宮崎県道 48号 市木串間線  

宮崎県道 49号 北方土々呂線  

宮崎県道 50号 諸塚高千穂線  

宮崎県道 51号 中野原美々津線  

宮崎県道 52号 宮崎空港線  

宮崎県道 53号 京町小林線  

宮崎県道 54号 酒谷榎原線  

（欠番）  55-101 

 一般県道  

宮崎県道 102号 木場吉松えびの線  

宮崎県道 103号 栗野停車場えびの高原線  

宮崎県道 104号 霧島公園小林線  

宮崎県道 105号 馬渡大川原線  

宮崎県道 106号 大倉田財部線  

宮崎県道 107号 堤庄内線  

宮崎県道 108号 財部庄内安久線  

宮崎県道 109号 飯野松山都城線  

宮崎県道 110号 塗木大隅線  

（欠番）  

宮崎県道 112号 今別府串間線  

（欠番）  113-121 

宮崎県道 122号 古江丸市尾線  

（欠番）  123-140 

宮崎県道 141号 河内矢部線  

宮崎県道 142号 上椎葉湯前線  

宮崎県道 143号 中河間多良木線  

宮崎県道 144号 槻木田代八重線  

（欠番）  145-201 

宮崎県道 202号 鞍岡赤谷線  

宮崎県道 203号 土生高千穂線  

宮崎県道 204号 下野鹿狩戸線  

宮崎県道 205号 向山日之影線  

（欠番）  

宮崎県道 207号 岩戸延岡線 

宮崎県道 208号 （欠番） 

宮崎県道 209号 上長川日之影線 

宮崎県道 210号 宇納間日之影線 

宮崎県道 211号 （欠番） 

宮崎県道 212号 浦城東海線 

宮崎県道 213号 （欠番） 

宮崎県道 214号 上祝子綱の瀬線 

宮崎県道 215号 板上曽木線 

（欠番） 

宮崎県道 217号 早日渡停車場線 

（欠番） 

宮崎県道 219号 日向長井停車場線 

宮崎県道 220号 延岡停車場線 

（欠番） 

宮崎県道 222号 南延岡停車場線 

宮崎県道 223号 延岡港線  

宮崎県道 224号 遠見半島線  

宮崎県道 225号 八重原延岡線  

宮崎県道 226号 土々呂日向線  

（欠番）  

（欠番）  

宮崎県道 229号 門川停車場線  

宮崎県道 230号 細島港日向市停車場線  

宮崎県道 231号 美々津停車場線  

宮崎県道 232号 門川港線  

宮崎県道 233号 （欠番）  

宮崎県道 234号 中渡川下三ヶ線  

宮崎県道 235号 樫原細見線  

宮崎県道 236号 （欠番）  

宮崎県道 237号 北方高千穂線  

（欠番）  238-239 

宮崎県道 240号 （欠番）  

宮崎県道 241号 延岡インター線  

宮崎県道 242号 北方インター線  

宮崎県道 243号 須美江インター線  

（欠番）  244-300 

宮崎県道 301号 山陰都農線  

宮崎県道 302号 高鍋美々津線  

宮崎県道 303号 都農インター線  

宮崎県道 304号 木城高鍋線  

宮崎県道 305号 日置南高鍋線  

宮崎県道 306号 今別府八幡線  

宮崎県道 307号 尾鈴川南停車場線  

宮崎県道 308号 高鍋インター線  

宮崎県道 309号 川床日向新富停車場線  

宮崎県道 310号 都農停車場線  

宮崎県道 311号 高鍋停車場線  

宮崎県道 312号 木城西都線  

宮崎県道 313号 杉安高鍋線  

（欠番）  314-315 

宮崎県道 316号 小川越野尾線  

宮崎県道 317号 西都原古墳山路線  

宮崎県道 318号 西都原古墳線  

宮崎県道 319号 寒川下三財線  

宮崎県道 320号 下三財都於郡町線  

宮崎県道 321号 西都インター線  

（欠番）  322-323 

宮崎県道 324号 札の元佐土原線  

宮崎県道 325号 福王寺佐土原線  

宮崎県道 326号 宮本新町線  

（欠番）  327-331 

宮崎県道 332号 宮崎神宮線  

宮崎県道 333号 下北方古墳線  

宮崎県道 334号 生目浮田線 

宮崎県道 335号 （欠番） 

宮崎県道 336号 宮崎田野線 

宮崎県道 337号 城ヶ崎清武線 

宮崎県道 338号 大久保木崎線 

宮崎県道 339号 塩鶴木崎線 

宮崎県道 340号 大戸野清武線 

宮崎県道 341号 宮崎港宮崎停車場線 

宮崎県道 342号 青島停車場線 

宮崎県道 343号 鰐塚山田野停車場線 

（欠番） 

宮崎県道 345号 佐土原停車場線 

宮崎県道 346号 日向住吉停車場線 

宮崎県道 347号 南宮崎停車場線 

宮崎県道 348号 清武停車場線 

（欠番） 

宮崎県道 350号 内海港線  

宮崎県道 351号 木脇高岡線  

宮崎県道 352号 野首麓線  

（欠番）  353-354 

宮崎県道 355号 旭村木脇線  

宮崎県道 356号 法ヶ岳本庄線  

宮崎県道 357号 田の平綾線  

宮崎県道 358号 高岡綾線  

宮崎県道 359号 赤谷橋山線  

宮崎県道 360号 田代八重綾線  
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宮崎県道 361号 綾法ヶ岳線  

（欠番）  

宮崎県道 363号 綾宮崎自転車道線  

宮崎県道 364号 川南港線  

宮崎県道 365号 宮崎佐土原西都原自転車道線  

宮崎県道 366号 東都農停車場線  

宮崎県道 367号 中村木崎線  

宮崎県道 368号 勢田木崎線  

（欠番）  

宮崎県道 370号 細江浮田線  

宮崎県道 371号 清武インター線  

宮崎県道 372号 塩路佐土原線  

宮崎県道 373号 山崎芳士線  

宮崎県道 374号 古城赤江線  

宮崎県道 375号 学園木花台本郷北方線  

宮崎県道 376号 学園木花台加江田線  

宮崎県道 377号 内海加江田線  

宮崎県道 378号 清武南インター線  

（欠番）  379-400 

宮崎県道 401号 奈佐木高岡線  

宮崎県道 402号 （欠番）  

宮崎県道 403号 えびの高原京町線  

宮崎県道 404号 石阿弥陀五日市線  

宮崎県道 405号 西麓小林線  

宮崎県道 406号 高千穂峰狭野線  

宮崎県道 407号 原田杉水流線  

宮崎県道 408号 西川北京町温泉停車場線  

宮崎県道 409号 生駒高原北西方線  

宮崎県道 410号 木浦木小林停車場線  

宮崎県道 411号 えびの飯野停車場線  

（欠番）  

宮崎県道 413号 祓川高崎線  

宮崎県道 414号 有水高原線  

（欠番） 415-416 

宮崎県道 417号 牛之脛山田線  

（欠番）  418-419 

宮崎県道 420号 中方限庄内線  

宮崎県道 421号 （欠番）  

宮崎県道 422号 有水山之口停車場線 

宮崎県道 423号 三股停車場線 

宮崎県道 424号 高崎新田停車場線 

宮崎県道 425号 万ヶ塚停車場線 

宮崎県道 426号 青井岳停車場線 

宮崎県道 427号 西都城停車場線 

（欠番） 

宮崎県道 429号 猪八重線 

宮崎県道 430号 郷之原日南線 

宮崎県道 431号 内之田松永線 

宮崎県道 432号 元狩倉日南線 

宮崎県道 433号 鵜戸神宮線 

宮崎県道 434号 風田星倉線 

宮崎県道 435号 益安平山線 

宮崎県道 436号 日南南郷線 

宮崎県道 437号 （欠番） 

宮崎県道 438号 北方南郷線  

宮崎県道 439号 市木南郷線  

宮崎県道 440号 高畑山本城線  

宮崎県道 441号 一氏西方線  

宮崎県道 442号 油津停車場線  

宮崎県道 443号 仏坂大堂津線  

宮崎県道 444号 北郷停車場線  

宮崎県道 445号 飫肥停車場線  

宮崎県道 446号 榎原停車場線  

宮崎県道 447号 串間停車場線  

宮崎県道 448号 目井津港線  

宮崎県道 449号 福島港線  

（欠番）  

宮崎県道 451号 須志原大脇線  

（欠番）  452-453 

宮崎県道 454号 都井西方線  

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R46:鹿児島県道一覧 
 

 主要地方道 

鹿児島県道 1号  小林えびの高原牧園線  

鹿児島県道 2号  都城隼人線  

鹿児島県道 3号  日南志布志線  

（欠番）   4-13 

（欠番）   旧阿久根牛深線 

鹿児島県道 15号  人吉水俣線  

鹿児島県道 16号  鹿児島吉田線  

鹿児島県道 17号  指宿鹿児島インター線  

鹿児島県道 18号  鹿児島北インター線  

鹿児島県道 19号  鹿児島川辺線  

鹿児島県道 20号  鹿児島加世田線  

鹿児島県道 21号  鹿児島中央停車場線  

鹿児島県道 22号  谷山伊作線  

鹿児島県道 23号  谷山知覧線 

鹿児島県道 24号  鹿児島東市来線 

鹿児島県道 25号  鹿児島蒲生線 

鹿児島県道 26号  桜島港黒神線 

鹿児島県道 27号  頴娃川辺線 

鹿児島県道 28号  岩本開聞線 

鹿児島県道 29号  石垣加世田線 

（欠番） 

鹿児島県道 31号  加世田川辺線 

鹿児島県道 32号  枕崎港線 

（欠番） 

鹿児島県道 34号  枕崎知覧線 

鹿児島県道 35号  永吉入佐鹿児島線 

鹿児島県道 36号  川内郡山線 

鹿児島県道 37号  伊集院日吉線 

鹿児島県道 38号  串木野港線 

鹿児島県道 39号  串木野樋脇線  

鹿児島県道 40号  伊集院蒲生溝辺線  

（欠番）  

鹿児島県道 42号  川内加治木線  

鹿児島県道 43号  川内串木野線  

鹿児島県道 44号  京泊大小路線  

（欠番）  

鹿児島県道 46号  阿久根東郷線  

鹿児島県道 47号  葛輪瀬戸線  

鹿児島県道 48号  出水菱刈線  

（欠番）  

鹿児島県道 50号  牧園薩摩線  

鹿児島県道 51号  宮之城加治木線  

（欠番）   旧宮之城高尾野線 

鹿児島県道 53号  菱刈横川線  

（欠番）  

鹿児島県道 55号  栗野加治木線  

鹿児島県道 56号  隼人加治木線  

鹿児島県道 57号  麓重富停車場線  

鹿児島県道 58号  隼人港線  

（欠番）   旧鹿児島空港線 
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鹿児島県道 60号  国分霧島線  

（欠番）   61-62 

鹿児島県道 63号  志布志福山線  

鹿児島県道 64号  大崎輝北線  

鹿児島県道 65号  南之郷志布志線  

（欠番）  

鹿児島県道 67号  高隈串良線  

鹿児島県道 68号  鹿屋吾平佐多線   

（欠番）   旧鹿屋福山線 

（欠番）   旧串良内之浦大根占線 

鹿児島県道 71号  垂水南之郷線 

鹿児島県道 72号  垂水大崎線 

鹿児島県道 73号  鹿屋高山串良線 

鹿児島県道 74号  内之浦佐多線 

鹿児島県道 75号  西之表南種子線 

鹿児島県道 76号  野間十三番西之表線 

鹿児島県道 77号  上屋久屋久線 

鹿児島県道 78号  上屋久永田屋久線 

鹿児島県道 79号  名瀬瀬戸内線 

鹿児島県道 80号  伊仙亀津徳之島空港線 

鹿児島県道 81号  名瀬竜郷線 

鹿児島県道 82号  竜郷奄美空港線 

鹿児島県道 83号  伊仙天城線 

鹿児島県道 84号  知名沖永良部空港線 

鹿児島県道 85号  湯湾新村線 

（欠番） 

鹿児島県道 102号 木場吉松えびの線  

鹿児島県道 103号 栗野停車場えびの高原線  

鹿児島県道 104号 霧島公園小林線  

鹿児島県道 105号 馬渡大川原線  

鹿児島県道 106号 大倉田財部線  

鹿児島県道 107号 堤庄内線  

鹿児島県道 108号 財部庄内安久線  

鹿児島県道 109号 飯野松山都城線  

鹿児島県道 110号 塗木大隅線  

（欠番）   旧大堂津志布志線 

鹿児島県道 112号 今別府串間線  

（欠番）   113-116 

鹿児島県道 117号 水俣出水線  

鹿児島県道 118号 湯出大口線  

（欠番）   119-200 

（欠番）   旧鴨池高見馬場線 

（欠番）   旧鹿児島伊集院線 

（欠番）   旧鹿児島蒲生線 

鹿児島県道 204号 鹿児島停車場線  

（欠番）   旧永吉入佐鹿児島線 

鹿児島県道 206号 徳重横井鹿児島線  

（欠番）   旧早崎袴腰港線 

鹿児島県道 208号 坂元伊敷線  

鹿児島県道 209号 帯迫下田線  

鹿児島県道 210号 小山田谷山線  

鹿児島県道 211号 小山田川田蒲生線  

鹿児島県道 212号 谷山停車場線  

（欠番）   旧麓重富停車場線 

鹿児島県道 214号 鹿児島港線  

鹿児島県道 215号 吉野公園線  

鹿児島県道 216号 鹿児島港城南線  

鹿児島県道 217号 郡元鹿児島港線  

鹿児島県道 218号 鹿児島港下荒田線  

鹿児島県道 219号 玉取迫鹿児島港線  

鹿児島県道 220号 寺山公園線  

鹿児島県道 221号 片泊大里港線  

（欠番）   222-230 

鹿児島県道 231号 瀬々串停車場線  

鹿児島県道 232号 知覧喜入線  

鹿児島県道 233号 喜入停車場線  

鹿児島県道 234号 石垣喜入線  

（欠番）   旧岩本開聞線 

鹿児島県道 236号 頴娃宮ヶ浜線  

鹿児島県道 237号 宮ヶ浜停車場線  

鹿児島県道 238号 下里湊宮ヶ浜線  

鹿児島県道 239号 二月田停車場線  

鹿児島県道 240号 指宿停車場線  

鹿児島県道 241号 大山開聞線  

鹿児島県道 242号 川尻浦山川線  

鹿児島県道 243号 長崎鼻公園開聞線  

（欠番）   旧石垣加世田線 

鹿児島県道 245号 飯山喜入線  

（欠番）   旧指宿鹿児島西インター線 

鹿児島県道 247号 東方池田線  

（欠番）   248-260 

（欠番）   旧大崎谷山線 

鹿児島県道 262号 霜出南別府線  

鹿児島県道 263号 霜出川辺線  

（欠番）   旧枕崎知覧線 

鹿児島県道 265号 打木谷白沢津線  

鹿児島県道 266号 枕崎停車場線  

鹿児島県道 267号 野間池港線 

鹿児島県道 268号 寺ヶ崎坊線  

鹿児島県道 269号 坊之津久木野線  

鹿児島県道 270号 久志上津貫線  

鹿児島県道 271号 秋目上津貫線  

鹿児島県道 272号 久志大浦線  

（欠番）   旧加世田停車場線 

（欠番）   旧薩摩万世停車場線 

鹿児島県道 275号 松薗加世田線  

（欠番）  

鹿児島県道 277号 吹上浜公園線  

(欠番)    278-290 

鹿児島県道 291号 松元川辺線  

（欠番）   旧南田布施停車場線 

（欠番）   旧北田布施停車場線 

鹿児島県道 294号 湯之浦伊作停車場線  

鹿児島県道 295号 吹上浜停車場線  

鹿児島県道 296号 田之頭吹上線  

鹿児島県道 297号 阿多川辺線  

（欠番）   旧永吉停車場線 

（欠番）   旧永吉吉利線 

（欠番）   旧日置停車場線 

鹿児島県道 301号 伊集院停車場線  

（欠番）   旧伊集院東市来線 

鹿児島県道 303号 江口長里線  

鹿児島県道 304号 仙名伊集院線  

鹿児島県道 305号 養母長里線  

鹿児島県道 306号 戸崎湯之元停車場線  

鹿児島県道 307号 市来停車場線  

鹿児島県道 308号 郷戸市来線  

鹿児島県道 309号 山田湯之元停車場線  

鹿児島県道 310号 串木野停車場線  

（欠番）   旧串木野久見崎川内線 

鹿児島県道 312号 島平酔尾線  

鹿児島県道 313号 荒川川内線  

（欠番）   314-319 

鹿児島県道 320号 百次木場茶屋線  

（欠番）   321-330 

（欠番）   旧市比野串木野線 

鹿児島県道 332号 川内停車場線  

鹿児島県道 333号 川内祁答院線  

（欠番）   旧吉野山停車場線 

鹿児島県道 335号 市比野東郷線  

鹿児島県道 336号 山田隈之城線  

（欠番）   旧京泊大小路線 

鹿児島県道 338号 京泊草道線  

鹿児島県道 339号 東郷西方港線  

鹿児島県道 340号 湯之元佐目野線  

鹿児島県道 341号 吉川川内線  
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鹿児島県道 342号 上川内停車場線  

（欠番）   旧樋脇停車場線 

鹿児島県道 344号 東郷山田宮之城線  

鹿児島県道 345号 下東郷阿久根線  

鹿児島県道 346号 山田入来線  

（欠番）   旧阿久根東郷線 

鹿児島県道 348号 桑之浦里港線  

鹿児島県道 349号 手打藺牟田港線  

鹿児島県道 350号 長浜手打港線  

鹿児島県道 351号 鹿島上甑線  

鹿児島県道 352号 瀬上里線  

（欠番）   353-360 

鹿児島県道 361号 薩摩大川停車場線  

鹿児島県道 362号 阿久根停車場線  

（欠番）   旧阿久根港線 

（欠番）   旧瀬戸宮之浦港線 

鹿児島県道 365号 脇本赤瀬川線  

（欠番）   旧鷹之巣指江線 

鹿児島県道 367号 脇本荘線  

鹿児島県道 368号 荒崎田代線  

鹿児島県道 369号 西出水停車場線  

鹿児島県道 370号 出水停車場線  

鹿児島県道 371号 米ノ津港線  

鹿児島県道 372号 沖田新蔵線  

鹿児島県道 373号 荘上鯖淵線  

鹿児島県道 374号 出水高尾野線  

（欠番）   旧高尾野宮之城線 

（欠番）   旧出水菱刈線 

（欠番）   旧葛輪宮之浦港線 

鹿児島県道 378号 荒崎黒之浜港線  

鹿児島県道 379号 長島宮之浦港線  

鹿児島県道 380号 平尾川床線  

（欠番）   381-390 

鹿児島県道 391号 下手山田帖佐線  

鹿児島県道 392号 薩摩山崎停車場線  

鹿児島県道 393号 原口薩摩山崎停車場線  

鹿児島県道 394号 山崎川内線  

鹿児島県道 395号 山之口真黒線  

鹿児島県道 396号 薩摩祁答院線  

鹿児島県道 397号 鶴田定之段線  

鹿児島県道 398号 紫尾虎居線  

（欠番）   旧川口薩摩湯田停車場線 

（欠番）   旧鶴田停車場線 

（欠番）   佐志停車場線  

鹿児島県道 402号 求名小川田線  

鹿児島県道 403号 黒木新地線  

鹿児島県道 404号 鶴田大口線  

鹿児島県道 405号 久冨木藺牟田線  

鹿児島県道 406号 宮之城祁答院線  

鹿児島県道 407号 針持永野線  

（欠番）   408-420 

鹿児島県道 421号 布計山野線  

（欠番）   旧山野停車場線 

（欠番）   旧薩摩大口停車場線 

鹿児島県道 424号 針持菱刈線  

鹿児島県道 425号 南浦築地線  

（欠番）   旧西太良停車場線 

（欠番）   旧針持停車場線 

（欠番）   428-440 

（欠番）   旧菱刈横川線 

鹿児島県道 442号 吉松停車場線  

鹿児島県道 443号 幸田栗野線  

鹿児島県道 444号 栗野停車場線  

鹿児島県道 445号 紫尾田牧園線  

鹿児島県道 446号 十三谷重富線  

（欠番）   旧国分霧島線 

鹿児島県道 448号 川西菱刈線  

鹿児島県道 449号 横川停車場線  

（欠番）   450-460 

（欠番）   旧十文字永野線 

鹿児島県道 462号 堂山宮之城線  

鹿児島県道 463号 浦蒲生線  

（欠番）  

鹿児島県道 465号 松原帖佐停車場線  

鹿児島県道 466号 加治木停車場線  

鹿児島県道 467号 加治木港線  

（欠番）   旧白石論地城線 

（欠番） 旧隼人港線 

鹿児島県道 470号 犬飼霧島神宮停車場線  

鹿児島県道 471号 北永野田小浜線  

鹿児島県道 472号 日当山敷根線  

鹿児島県道 473号 崎森隼人線  

鹿児島県道 474号 隼人停車場線  

鹿児島県道 475号 豊後迫隼人線  

（欠番）   旧隼人加治木線 

鹿児島県道 477号 隼人溝辺線  

鹿児島県道 478号 比曽木野福山港線  

鹿児島県道 479号 国師境線  

鹿児島県道 480号 霧島公園線  

鹿児島県道 481号 今別府牧園線  

鹿児島県道 482号 塚脇財部線  

（欠番）  

（欠番）   489-490 

鹿児島県道 491号 大川原小村線  

鹿児島県道 492号 財部停車場線  

鹿児島県道 493号 北俣停車場線  

鹿児島県道 494号 大隅大川原停車場線  

鹿児島県道 495号 志柄宮ヶ原福山線  

（欠番）   旧岩川停車場線 

鹿児島県道 497号 長江柴建線  

（欠番）   旧南之郷大隅線 

鹿児島県道 499号 柿之木志布志線  

鹿児島県道 500号 末吉財部線  

鹿児島県道 501号 光神山諏訪方線  

（欠番）   旧末吉停車場線 

鹿児島県道 503号 見帰二之方線  

（欠番）   旧縄瀬停車場線 

（欠番）   旧安楽停車場線 

（欠番）   旧南之郷志布志線 

鹿児島県道 507号 志布志港線  

鹿児島県道 508号 志布志停車場線  

（欠番）   旧大隅夏井停車場線 

（欠番）   旧菱田停車場線 

（欠番）   旧大崎波見港線 

鹿児島県道 512号 東原大崎線  

鹿児島県道 513号 宮ヶ原大崎線  

（欠番）   旧大隅大崎停車場線 

（欠番）   旧市成岩川線 

鹿児島県道 516号 荻迫仏山線  

鹿児島県道 517号 仮屋宮園線  

鹿児島県道 518号 仏迫平房線  

鹿児島県道 519号 黒石串良線  

鹿児島県道 520号 永吉高山線  

鹿児島県道 521号 宮ヶ原岩川停車場線  

鹿児島県道 522号 尾野見伊崎田線  

鹿児島県道 523号 志布志有明線  

（欠番）   524-530 

（欠番）   旧東串良停車場線 

（欠番）   旧垂水志布志線 

（欠番）   旧高隈串良線 

鹿児島県道 534号 垂水港線  

鹿児島県道 535号 鹿屋港線  

（欠番）   旧鹿屋港古江停車場線 

鹿児島県道 537号 高須港線  

（欠番）   旧新富吾平線 



 １３７ 

鹿児島県道 539号 高山吾平線  

鹿児島県道 540号 田渕田崎線  

鹿児島県道 541号 柏原池之原線  

鹿児島県道 542号 岸良高山線  

（欠番）   旧大隅高山停車場線 

鹿児島県道 544号 折生野神野吾平線  

鹿児島県道 545号 永吉高須線  

鹿児島県道 546号 永野田停車場線  

（欠番）   旧吾平停車場線 

鹿児島県道 548号 浜崎川路線  

（欠番）   旧船間佐多線 

鹿児島県道 550号 鹿屋環状線  

鹿児島県道 551号 高隈内ヶ迫線  

鹿児島県道 552号 鹿屋串良インター線  

鹿児島県道 553号 下高隈川東線  

鹿児島県道 554号 後田富山線  

（欠番）   555-560 

鹿児島県道 561号 神之川内之浦線  

鹿児島県道 562号 池田根占線  

鹿児島県道 563号 辺塚根占線  

鹿児島県道 564号 浜尻馬込線  

鹿児島県道 565号 根占港線  

鹿児島県道 566号 佐多岬公園線  

（欠番）   567-580 

鹿児島県道 581号 伊関国上西之表港線  

鹿児島県道 582号 西之表港線  

鹿児島県道 583号 新種子島空港線  

（欠番）   旧中種子西之島間港線 

（欠番）   旧国上安城中種子線 

鹿児島県道 586号 茎永上中線  

（欠番）   旧西之表空港線 

鹿児島県道 588号 野間島間港線  

鹿児島県道 589号 種子島空港線  

（欠番）   旧屋久島循環線 

鹿児島県道 591号 国上安納線  

鹿児島県道 592号 屋久島公園安房線  

鹿児島県道 593号 安房港線  

鹿児島県道 594号 白谷雲水峡宮之浦線  

（欠番）   595-600 

鹿児島県道 601号 佐仁万屋赤木名線  

鹿児島県道 602号 佐仁赤木名線  

（欠番）  

鹿児島県道 604号 和光浦上線  

鹿児島県道 605号 名瀬港線  

（欠番）   旧湯湾恩勝名瀬線 

鹿児島県道 607号 小湊朝戸線  

（欠番）  

鹿児島県道 609号 山間役勝線  

（欠番）   旧湯湾久慈瀬戸内線 

鹿児島県道 611号 戸口大勝線  

鹿児島県道 612号 篠川下福線  

（欠番）  

鹿児島県道 614号 安脚場実久線  

（欠番）   旧徳之島循環線 

（欠番）   旧阿布木名花徳線 

鹿児島県道 617号 糸木名亀津線  

鹿児島県道 618号 松原轟木線  

鹿児島県道 619号 喜界島循環線  

鹿児島県道 620号 国頭知名線  

鹿児島県道 621号 瀬名和泊線  

鹿児島県道 622号 下平川内城線  

鹿児島県道 623号 与論島循環線  

（欠番）   旧徳之島空港線 

鹿児島県道 625号 亀津港線  

鹿児島県道 626号 蘇刈古仁屋線  

鹿児島県道 627号 曽津高崎線  

鹿児島県道 628号 浦原喜界空港線  

鹿児島県道 629号 花徳浅間線  

（欠番）  

鹿児島県道 631号 与論空港茶花線  

 自転車道 

1-    東串良吾平自転車道線 

2-    加世田日吉自転車道線 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R47:沖縄県道一覧 
 

（欠番）   

沖縄県道 2号   

沖縄県道 3号   

（欠番）   

（欠番）   

沖縄県道 6号   

沖縄県道 7号 奥武山米須線   （主要地方道） 

沖縄県道 8号   

沖縄県道 9号   

沖縄県道 10号 伊計平良川線   （主要地方道） 

沖縄県道 11号   

沖縄県道 12号   

沖縄県道 13号   

沖縄県道 14号   

沖縄県道 15号   

沖縄県道 16号   

沖縄県道 17号   

沖縄県道 18号   

（欠番）   

沖縄県道 20号   

（欠番）   

沖縄県道 22号   

沖縄県道 23号 沖縄北谷線    （主要地方道） 

沖縄県道 24号   

（欠番）   

沖縄県道 26号   

（欠番）   

沖縄県道 28号   

沖縄県道 29号 那覇北中城線   （主要地方道） 

（欠番）   

（欠番）   

沖縄県道 32号   

沖縄県道 33号 具志川前原線  

沖縄県道 34号 宜野湾西原線  

沖縄県道 35号   

沖縄県道 36号   

沖縄県道 37号   

沖縄県道 38号 浦添西原線    （主要地方道） 

沖縄県道 39号     （大部分が国際通り） 

（欠番）  40-41   

沖縄県道 42号   

沖縄県道 43号   

（欠番）  44-45  

沖縄県道 46号   

沖縄県道 47号   

沖縄県道 48号   

沖縄県道 49号   

沖縄県道 50号   

（欠番）   
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沖縄県道 52号   

（欠番）   

沖縄県道 54号   

（欠番）  55-61  

沖縄県道 62号   

（欠番）  63-67  

沖縄県道 68号   

（欠番）   

沖縄県道 70号 国頭東線    （主要地方道） 

沖縄県道 71号 名護宜野座線   （主要地方道） 

沖縄県道 72号 名護運天港線   （主要地方道） 

沖縄県道 73号 石川仲泊線    （主要地方道） 

沖縄県道 74号 沖縄嘉手納線   （主要地方道） 

沖縄県道 75号 沖縄石川線    （主要地方道） 

（欠番）   

沖縄県道 77号 糸満与那原線   （主要地方道） 

沖縄県道 78号 平良城辺線    （主要地方道） 

沖縄県道 79号 石垣港伊原間線   （主要地方道） 

（欠番）   

沖縄県道 81号 宜野湾北中城線   （主要地方道） 

沖縄県道 82号 那覇糸満線    （主要地方道） 

沖縄県道 83号 保良西里線    （主要地方道） 

沖縄県道 84号 名護本部線    （主要地方道） 

沖縄県道 85号 沖縄環状線    （主要地方道） 

沖縄県道 86号 南風原知念線   （主要地方道） 

沖縄県道 87号 富野大川線    （主要地方道） 

沖縄県道 88号 屋嘉恩納線    （主要地方道） 

沖縄県道 89号 久米島空港真泊線  （主要地方道） 

沖縄県道 90号 下地島空港佐良浜線  （主要地方道） 

沖縄県道 91号 本部循環線    （主要地方道） 

（欠番）  92-100  

（欠番）  101-103  

沖縄県道 104号   

 

（欠番）  105-109  

沖縄県道 110号   

（欠番）  111-113  

沖縄県道 114号   

沖縄県道 115号   

（欠番）  116-117 

沖縄県道 118号   

（欠番）  119-122  

沖縄県道 123号   

（欠番）   

沖縄県道 125号  

（欠番）  126-127  

沖縄県道 128号  

（欠番）  

沖縄県道 130号  

沖縄県道 131号  

（欠番）  132-133 

沖縄県道 134号  

（欠番）  135-136 

沖縄県道 137号 佐敷玉城線 

沖縄県道 138号  

（欠番）  139-145 

沖縄県道 146号  

（欠番）  147-152 

沖縄県道 153号  

（欠番）  

沖縄県道 155号  

（欠番）  

沖縄県道 172号 瀬底健堅線 

（欠番）  

（欠番）  

沖縄県道 175号 兼城港線 

（欠番））  

沖縄県道 177号 諸見勢理客線 

沖縄県道 178号 仲田伊是名線 

沖縄県道 179号 田名野甫線 

沖縄県道 180号 伊江川平線 

沖縄県道 181号 伊江島空港川平線 

沖縄県道 182号 北南線 

沖縄県道 183号 南大東飛行場線 

 

沖縄県道 184号 北大東港線 

沖縄県道 185号 粟国港線 

沖縄県道 186号 渡嘉敷港線 

沖縄県道 187号 座間味港線 

沖縄県道 188号 渡名喜港線 

（欠番）  

沖縄県道 190号 平良新里線 

沖縄県道 191号 与那覇上地線 

沖縄県道 192号 平良久松港線 

（欠番）  

沖縄県道 194号 鏡原増原線 

沖縄県道 195号 野原越七原線 

（欠番）  

沖縄県道 197号 嘉手苅屋原線 

沖縄県道 198号 根間地与那節線 

沖縄県道 199号 福里保良線 

沖縄県道 200号 川満山中線 

沖縄県道 201号 友利線 

沖縄県道 202号 宮国線 

（欠番）  

沖縄県道 204号 長山港佐良浜港線 

沖縄県道 205号 多良間多良間港線 

沖縄県道 206号 平野伊原間線 

沖縄県道 207号 川平高屋線 

沖縄県道 208号 石垣浅田線 

沖縄県道 209号 大浜富野線 

沖縄県道 210号 小浜港線 

沖縄県道 211号 新川白保線 

（欠番）  

沖縄県道 213号 黒島港線 

沖縄県道 214号 石垣空港線 

沖縄県道 215号 白浜南風見線 

沖縄県道 216号 与那国島線 

沖縄県道 217号 与那国港線 

（欠番）  

沖縄県道 219号 渡久地港線 

（欠番）  

沖縄県道 221号 那覇内環状線 

沖縄県道 222号 真地久茂地線 

沖縄県道 223号 魂魄之塔線 

沖縄県道 224号 具志川環状線 

沖縄県道 225号 伊江島環状線 

（欠番）  

沖縄県道 227号 沖縄県総合運動公園線 

（欠番）  

（欠番）  

沖縄県道 230号 池間大浦線 

沖縄県道 231号 那覇空港線 

（欠番）  232-233  

沖縄県道 234号 漢那松田線  

沖縄県道 235号 保良上地線  

沖縄県道 236号 玉城那覇自転車道線 （沖縄のみち自転車道） 

（欠番）   

沖縄県道 238号 浜比嘉平安座線  

沖縄県道 239号 与那城具志川線  

沖縄県道 240号 南風原与那原線  

沖縄県道 241号 宜野湾南風原線  

沖縄県道 242号 宇根仲泊線  

沖縄県道 243号 高野西里線  

沖縄県道 244号 渡久地山入端線  
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沖縄県道 245号 久米島一周線  

沖縄県道 246号 城辺下地線  

沖縄県道 247号 古宇利屋我地線  

沖縄県道 248号 屋我地仲宗根線 

沖縄県道 249号 東風平豊見城線 

沖縄県道 250号 糸満具志頭線 

沖縄県道 251号 那覇宜野湾線 

沖縄県道 252号 平良下地島空港線 

沖縄県道 253号 浦西停車場線 

沖縄県道 254号 幸地インター線 

沖縄県道 255号 石川池原線 

沖縄県道 256号 豊見城糸満線 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 


