
道路資産保有及び貸付状況（路線別）    （表Ⅲ-2）

分類 1

路線名 道路名 道路の種類 高速自動車国道 道路管理者

キロメートル から

うち供用延長 キロメートル まで

全国路線網(高速自動車国道)

高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館
名寄線

道央自動車道 国土交通大臣

保有・貸付概要

延長 443

区間

北海道茅部郡森町字赤井川

443 北海道上川郡剣淵町字剣淵

うち新設延長

(0)

キロメートル

重要な経過地
北海道茅部郡森町、同道山越郡長万部町、同道寿都郡黒松内町、伊達市、室蘭市、
登別市、苫小牧市、千歳市、恵庭市、北広島市、札幌市、江別市、岩見沢市、三笠
市、美唄市、砂川市、滝川市、深川市、旭川市、士別市

0

貸付先 東日本高速道路㈱

・延長の数値は、ＩＣ間を最小単位として、機構の保有資産が含まれている区間を全て合計したものの延長です。但し、「うち新設区間延長」の括弧内の数値は、既に機構が資産を保有している区
間を含む、協定に基づき高速道路会社が新設を行う区間の総延長です。

貸付期間 令和４２年１月１４日まで

供用開始の区間及び年月日

大沼公園～森（H24.11.10）、森～落部(H23.11.26)、落部～八雲（H21.10.10)、八雲～国縫(H18.11.18)、国縫～長万部（H13.11.19）、黒松内JCT(H21.11.7)、長万部
～虻田洞爺湖（H9.10.22）、虻田洞爺湖～伊達（H6.3.30）、伊達～室蘭（H4.10.27）、室蘭～登別室蘭（H3.10.25）、登別室蘭～登別東（S61.10.9）、登別東～白老
（S60.10.18）、白老～苫小牧西（S58.11.30）、苫小牧西～苫小牧東（S55.10.29）、苫小牧東～千歳（S53.10.24）、千歳～北広島（S46.12.4）、北広島～札幌南
（S54.10.29）、札幌南～札幌（S60.10.25）、札幌～岩見沢（S58.11.9）、岩見沢～美唄（S62.9.18）、美唄～滝川（S63.10.8）、滝川～深川（H1.9.12）、深川～旭
川鷹栖（H2.10.30）、旭川鷹栖～和寒（H12.10.4）、和寒～士別剣淵（H15.10.4）

サービスエリア及びパーキングエリア 八雲PA、静狩PA、豊浦噴火湾PA、有珠山SA、富浦PA、萩野PA、樽前SA、美沢PA、輪厚PA、野幌PA、岩見沢SA、茶志内PA、砂川SA、音江PA、比布大雪PA

（参考）平成17年度から平成29年度の新規供用区間
平成17年度 平成23年度

平成18年度

平成24年度

平成19年度

平成25年度

平成20年度

平成26年度

平成21年度

平成2７年度

平成28年度
平成22年度

平成29年度

・高速自動車国道常磐自動車道 三郷JCT～三郷南 ４km

・高速自動車国道近畿自動車道尾鷲勢和線 大宮大台～勢和多気IC･JCT    １４km
・高速自動車国道東九州自動車道 北九州JCT～苅田北九州空港 ８km

計 ２６km

・高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線 八雲～国縫 ２２km

・高速自動車国道中部横断自動車道 増穂～南アルプス ６km

・高速自動車国道山陰自動車道鳥取益田線 宍道JCT～斐川 ５km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） つくば牛久～阿見東 １２．０km
・一般国道４６８号（東京湾横断・木更津東金道路） 木更津東～木更津JCT    ７．１km

・埼玉県道高速さいたま戸田線 新都心～さいたま見沼 ３．５km
計 ５５．６km

・高速自動車国道北関東自動車道 桜川筑西～笠間西 ９km

・高速自動車国道北関東自動車道 真岡～桜川筑西 １６km

・高速自動車国道東海北陸自動車道 飛騨清見～白川郷 ２６km

・高速自動車国道近畿自動車道紀勢線 大宮大台～紀勢大内山 １０km

・高速自動車国道東九州自動車道 津久見～佐伯 １３km
・一般国道１６号（横浜横須賀道路） 佐原～馬堀海岸 ４．３km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 阿見東～稲敷 ６．０km
・都道首都高速晴海線 東雲JCT～豊洲 １．５km

・京都市道高速道路１号線 山科～鴨川東 ２．７km
計 ８８．５km

・高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線 トマム～十勝清水 ２１km

・高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線 君津～富津中央 ９km

・高速自動車国道北関東自動車道 伊勢崎～桐生太田 １６km

・高速自動車国道北関東自動車道 宇都宮上三川～真岡 ７km

・高速自動車国道北関東自動車道 笠間西～友部 ９km

・高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線 亀山西JCT（仮称）～大津JCT（仮称）４１km
・高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線 みなべ～南紀田辺 ６km

・一般国道１号（第二京阪道路） 阪神高速８号京都線～巨椋池 ０．９km
・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 八王子JCT～あきる野 ９．６km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 鶴ヶ島JCT～川島 ７．７km
・都道首都高速目黒板橋線 西新宿JCT～熊野町JCT    ６．７km

・京都市道高速道路２号線 上鳥羽～第二京阪道路 ５．５km
計 １３９．４km

・高速自動車国道東九州自動車道 日向～都農 ２０km

・高速自動車国道東九州自動車道 苅田北九州空港～行橋 ９km

・一般国道６号（仙台南部道路）［移管］ 仙台若林JCT～仙台南 １２．２km

・一般国道４７号（仙台北部道路） 富谷JCT～富谷 １．７km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 東金IC・JCT～木更津東 ４２．９km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 茅ヶ崎JCT～寒川北 ５．１km

・一般国道４７８号（京都縦貫自動車道） 沓掛～大山崎JCT ９．８km
・大阪市道高速道路淀川左岸線 島屋～海老江JCT ４．３km

計 １０５．０km

・高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道 中条～荒川胎内 １０km

・高速自動車国道常磐自動車道 山元～亘理 １２km

・高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線 落部～八雲 １６km

・高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線 占冠～トマム ２６km

・高速自動車国道山陰自動車道鳥取益田線 斐川～出雲 １３km 
・高速自動車国道東関東自動車道水戸線 茨城空港北～茨城町JCT ８km

・一般国道１号（第二京阪道路） 枚方東～門真JCT １６．９km 
・一般国道４７号（仙台北部道路） 利府しらかし台～富谷JCT ６．６km 

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 川島～桶川JCT ５．７km
・一般国道４８１号（関西国際空港連絡橋）〔移管〕 りんくう～関西国際空港 ４．６km 

・一般国道４９７号（西九州自動車道（佐世保道路）） 佐世保～佐世保みなと ２．９km
・都道首都高速目黒板橋線 大橋JCT～西新宿JCT ４．３km

計 １２６．０㎞

・高速自動車国道北関東自動車道 佐野田沼～岩舟JCT     ５km

・高速自動車国道北関東自動車道 太田桐生～佐野田沼 １８km

・高速自動車国道近畿自動車道名古屋亀山線 名古屋南JCT～高針JCT      １２km

・高速自動車国道東九州自動車道 高鍋～西都 １２km

・高速自動車国道東九州自動車道 門川～日向 １４km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） つくば中央～つくばJCT ４．３km

・川崎市道高速縦貫線 大師JCT～殿町 ２．０km

・神戸市道高速道路２号線 湊川JCT～神戸長田 １．８km

・京都市道高速道路１号線・京都市道高速道路２号線 鴨川東～上鳥羽 １．９km

計 ７１．０km

・高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線 森～落部 ２０km

・高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線 夕張～占冠 ３４km

・高速自動車国道近畿自動車道敦賀線 小浜西～小浜 １１km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 白岡菖蒲～久喜白岡JCT ３．３km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 高尾山～八王子JCT ２．０km
計 ７０．３km

・高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線 大沼公園～森 １０km

・高速自動車国道常磐自動車道 相馬～南相馬 １４km

・高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線 三ヶ日JCT～御殿場JCT １４７km

・高速自動車国道近畿自動車道尾鷲多気線 紀勢大内山～紀伊長島 １０km

・高速自動車国道東九州自動車道 都農～高鍋 １３km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 海老名～相模原愛川 １０．１km
・一般国道４７５号（東海環状自動車道） 養老JCT～大垣西 ６．０km

・大阪府道高速大和川線 三宅西～三宅中 ０．６km
・神戸市道生田川箕谷線（新神戸トンネル）〔移管〕 生田川～箕谷 ８．６km

計 ２１９．３km

・高速自動車国道常磐自動車道 浪江～南相馬 １８km

・高速自動車国道常磐自動車道 相馬～山元 ２５km

・高速自動車国道常磐自動車道 常磐富岡～浪江 １４km

・高速自動車国道近畿自動車道敦賀線 小浜～敦賀JCT ３９km

・高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線 徳島～徳島JCT～鳴門JCT １１km 

・高速自動車国道東九州自動車道 行橋～みやこ豊津 ７km

・高速自動車国道東九州自動車道 豊前～宇佐 ２１km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 稲敷～神崎 １０．６km 

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 久喜白岡JCT～五霞、五霞～境古河 １９．６km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 相模原愛川～高尾山 １４．８km
・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 寒川北～海老名南JCT     ２．８km

・都道首都高速品川目黒線 大井JCT～大橋JCT ９．４km    
計 １９２．２km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 神崎～大栄JCT ９．７km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 桶川北本～白岡菖蒲 １０．８km

・高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線 浜松いなさJCT～豊田東JCT       ５４．０km
計 ７４．５km

・高速自動車国道東九州自動車道 椎田南～豊前 ７．０km

・高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線 四日市JCT～新四日市JCT ５．０km

・一般国道４７５号（東海環状自動車道） 東員～新四日市JCT １．４km

・大阪府道高速大和川線 三宝JCT～鉄砲 １．４km

・一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道） 境古河～つくば中央 ２８．５km

・横浜市道高速横浜環状北線（横浜北線） 横浜港北JCT～生麦JCT ８．２km
・高速自動車国道中部横断自動車道 六郷～増穂 １０．０km

計 ６１．５km

・高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線 城陽ＩＣ～八幡京田辺ＩＣ ４．０km

・一般国道475号（東海環状自動車道） 養老ＪＣＴ～養老ＩＣ ３．１km

・高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線 海老名南ＪＣＴ～厚木南ＩＣ ２．０km

・高速自動車国道東関東自動車道水戸線 鉾田ＩＣ～茨城空港北ＩＣ ９．０km

・都道首都高速晴海線 晴海出入口～豊洲出入口 １．２km

・高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線 高槻ＪＣＴ～神戸ＪＣＴ ４０．０km

計 ５９．３km
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