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＜道路＞

（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの

青森県 4 十和田市大沢田 上北郡七戸町荒熊内 5

青森県 4 東津軽郡平内町中野 青森市浅虫 5

青森県 7 青森市浪岡 青森市浪岡 2

岩手県 4 西磐井郡平泉町平泉 西磐井郡平泉町平泉 6

岩手県 4 奥州市水沢区 奥州市水沢区 8

岩手県 4 花巻市山の神 花巻市西宮野目 7

岩手県 4 盛岡市玉山区 盛岡市玉山区 6

岩手県 4 二戸郡一戸町大字小鳥谷 二戸郡一戸町大字小鳥谷 2

岩手県 45 下閉伊郡岩泉町小本 下閉伊郡岩泉町小本 1

岩手県 46 盛岡市上田 盛岡市上厨川 4

宮城県 4 栗原市築館 栗原市築館 6

宮城県 4 名取市飯野坂 仙台市境 4

宮城県 108 石巻市蛇田 大崎市古川 33

宮城県 108 大崎市古川 大崎市古川 5

仙台市 4 仙台市太白区（市境） 仙台市青葉区 9

仙台市 48 仙台市青葉区 仙台市青葉区 8

山形県 7 鶴岡市本田 鶴岡市大字文下 1

都道府県
・

政令市
起点 終点

路線
番号

延長
（km）

山形県 7 鶴岡市本田 鶴岡市大字文下 1

山形県 13 南陽市鍋田 南陽市赤湯 3

山形県 13 南陽市川樋 上山市中山 6

山形県 47 新庄市大字鳥越 新庄市大字本合海 5

山形県 112 鶴岡市宝田 鶴岡市大字文下 2

山形県 113 南陽市大字竹原 南陽市赤湯 7

福島県 4 須賀川市大字仁井田 郡山市日和田町 12

福島県 6 いわき市小名浜 いわき市平 18

福島県 6 いわき市四倉町 いわき市久之浜町 5

福島県 6 相馬市程田 相馬郡新地町駒ヶ嶺 10

福島県 13 福島市舟場町 福島市南矢野目 5

福島県 49 いわき市三和町 いわき市三和町 2

茨城県 4 埼玉県境 栃木県境 8

茨城県 6 取手市小浮気 龍ヶ崎市庄兵衛新田町 3

茨城県 6 かすみがうら市市川 石岡市東大橋 4

茨城県 6 日立市鹿島町 日立市東滑川町 5

茨城県 50 筑西市玉戸 筑西市横塚 6

茨城県 50 結城市結城 筑西市小川 3

茨城県 50 水戸市大塚町 水戸市三の丸 8

茨城県 51 潮来市延方 鹿嶋市清水 7
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（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの

都道府県
・

政令市
起点 終点

路線
番号

延長
（km）

茨城県 51 水戸市渋井町 水戸市三の丸 3

栃木県 4 茨城県境 宇都宮市平出工業団地 49

栃木県 4 さくら市蒲須坂 矢板市乙畑 4

群馬県 17 渋川市東町 渋川市上白井 6

群馬県 17 前橋市田口町 渋川市半田 4

群馬県 17 前橋市本町 前橋市田口町 6

埼玉県 4 越谷市下間久里 茨城県境 27

埼玉県 4 草加市新善町 春日部市水角 14

埼玉県 17 東京都境 さいたま市境 4

埼玉県 17 さいたま市境 鴻巣市箕田 18

埼玉県 17 鴻巣市箕田 深谷市西田 32

埼玉県 17 深谷市岡 群馬県境 12

さいたま市 17 さいたま市南区（市境） さいたま市中央区 7

さいたま市 17 さいたま市中央区 さいたま市大宮区 3

さいたま市 17 さいたま市大宮区 さいたま市北区 5

さいたま市 17 さいたま市北区 さいたま市北区（市境） 1

千葉県 126 東金市台方 千葉市境 8

千葉県 127 館山市北条 木更津市桜井 55

千葉県 409 木更津市中島 袖ヶ浦市神納 4

千葉市 51 千葉市中央区 千葉市若葉区 5

千葉市 126 千葉市若葉区（市境） 千葉市中央区 17

東京都 6 墨田区東向島 葛飾区四ツ木 1

東京都 15 品川区北品川 品川区北品川 1

東京都 16 神奈川県境 八王子市左入町 11

東京都 17 文京区本郷 埼玉県境 13

東京都 20 日野市川辺堀之内 八王子市南浅川 15

東京都 254 文京区本郷 埼玉県境 15

東京都 357 品川区北品川 品川区八潮 3

神奈川県 1 藤沢市城南 中郡大磯町大磯 13

神奈川県 1 藤沢市城南 茅ヶ崎市赤羽根 4

神奈川県 1 中郡大磯町大磯 小田原市風祭 20

神奈川県 1 小田原市風祭 足柄下郡箱根町湯本 2

神奈川県 16 横須賀市走水 横浜市境 15

神奈川県 16 相模原市橋本 東京都境 1

横浜市 1 横浜市神奈川区 横浜市西区 4

横浜市 16 横浜市金沢区（市境） 横浜市西区 18

横浜市 16 横浜市西区 横浜市旭区 13

川崎市 409 川崎市川崎区 川崎市川崎区 8
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（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの

都道府県
・

政令市
起点 終点

路線
番号

延長
（km）

山梨県 20 大月市駒橋町 大月市大月町 3

山梨県 52 南巨摩郡鰍沢町栄町 韮崎市本町 19

山梨県 138 富士吉田市上吉田 静岡県境 14

山梨県 139 静岡県境 大月市大月町 48

長野県 18 上田市国分 上田市上塩尻 7

長野県 18 上田市上塩尻 埴科郡坂城町南条 3

長野県 18 上水内郡信濃町柏原 上水内郡信濃町野尻 3

長野県 19 長野市篠ノ井小松原 長野市高田 11

長野県 20 茅野市木舟 茅野市宮川 3

長野県 20 茅野市宮川 諏訪市四賀 4

長野県 20 諏訪郡下諏訪町富士見町 岡谷市今井 5

長野県 141 小諸市柏木 小諸市青木 4

新潟県 8 柏崎市東原町 柏崎市鯨波 8

新潟県 8 糸魚川市間脇 糸魚川市押上 6

新潟県 17 南魚沼市浦佐 魚沼市虫野 6

新潟県 17 南魚沼市竹俣 南魚沼市庄之又 4

新潟県 49 東蒲原郡阿賀町津川 東蒲原郡阿賀町黒岩 8

新潟県 113 村上市坂町 山形県境 26

新潟県 116 柏崎市大字長崎 新潟市境 47

新潟市 116 新潟市西蒲区（市境） 新潟市西区 16

富山県 8 下新川郡入善町上野 魚津市江口 12

富山県 41
富山市猪谷
富山市庵谷

富山市片掛
富山市楡原 5

富山県 156 砺波市庄川町小牧 高岡市上四屋 29

石川県 157 白山市乾町 白山市白山町 13

石川県 160 七尾市川原町 富山県境 19

岐阜県 21 可児郡御嵩町井尻 可児市中恵土 7

岐阜県 21 不破郡垂井町日守 不破郡関ヶ原町今須 8

岐阜県 21 美濃加茂市御門町 各務原市鵜沼東町 12

岐阜県 41 高山市冬頭町 高山市国府町 7

岐阜県 41 美濃加茂市御門町 加茂郡川辺町石神 7

岐阜県 156 羽島郡岐南町 郡上市白鳥町向小駄良 72

静岡県 1 藤枝市横内 島田市野田 14

静岡県 1 掛川市八坂 掛川市沢田 9

静岡県 1 磐田市三ヶ野 磐田市小立野 8

静岡県 1 浜松市境 浜名郡新居町浜名 7

静岡県 138 山梨県境 御殿場市深沢 20

静岡県 139 富士市青島町 山梨県境 36

静岡市 1 静岡市清水区 静岡市駿河区 23
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（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの

都道府県
・

政令市
起点 終点

路線
番号

延長
（km）

浜松市 1 浜松市西区 浜松市西区（市境） 7

愛知県 19 名古屋市境 春日井市勝川町 1

愛知県 22 名古屋市境 名古屋市境 1

愛知県 22 名古屋市境 清須市朝日 1

愛知県 153 豊田市足助町 豊田市足助町 3

愛知県 155 一宮市緑 一宮市音羽 2

愛知県 155 知立市上重原町 瀬戸市東茨町 43

名古屋市 19 名古屋市熱田区 名古屋市守山区（市境） 13

名古屋市 22 名古屋市中区 名古屋市西区（市境） 5

名古屋市 22 名古屋市西区（市境） 名古屋市西区（市境） 1

名古屋市 41 名古屋市東区 名古屋市北区 6

名古屋市 153 名古屋市天白区 名古屋市天白区 3

三重県 1 三重郡朝日町小向 四日市市大治田 13

三重県 1 亀山市太岡寺町 亀山市関町 3

三重県 23 鈴鹿市北玉垣町 松阪市小津町 30

三重県 42 松阪市小津町 松阪市八太町 12

三重県 42 南牟婁郡紀宝町井田 南牟婁郡紀宝町成川 4

福井県 8 敦賀市田結 敦賀市小河口 8

福井県 27 三方郡美浜町佐田 三方郡美浜町佐柿 6

滋賀県 1 湖南市朝国 湖南市吉永 2

滋賀県 1 湖南市吉永 湖南市石部 6

滋賀県 1 湖南市石部 栗東市手原 5

滋賀県 8 伊香郡西浅井町塩津浜 伊香郡西浅井町塩津浜 1

滋賀県 8 米原市顔戸 彦根市佐和山町 6

滋賀県 161 大津市今堅田 大津市比叡辻 7

滋賀県 161 大津市比叡辻 大津市逢坂 9

滋賀県 161 大津市北小松 大津市木戸 7

京都府 1 京都市境 大阪府境 8

京都府 27 船井郡京丹波町蒲生 舞鶴市京田（舞鶴西IC） 49

京都府 163 奈良県境 木津川市山城町 7

京都市 1 京都市南区 京都市伏見区（市境） 8

大阪府 1 京都府境 大阪市境 21

大阪府 26 阪南市 岬町 13

大阪府 163 大阪市境 奈良県境 14

大阪府 165 柏原市 奈良県境 3

大阪府 171 箕面市 池田市 2

大阪府 171 京都府境 兵庫県境 28

大阪府 176 兵庫県境 大阪市境 12
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（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの

都道府県
・

政令市
起点 終点

路線
番号

延長
（km）

大阪市 1 大阪市旭区（市境） 大阪市旭区 2

大阪市 25 大阪市東住吉区 大阪市北区 8

大阪市 176 大阪市淀川区（市境） 大阪市淀川区（市境） 0.1

兵庫県 29 姫路市相野 姫路市林田町 2

兵庫県 29 姫路市林田町 姫路市林田町 5

兵庫県 175 神戸市境 丹波市氷上町 50

兵庫県 176 西宮市山口町 宝塚市栄町 12

兵庫県 176 川西市小戸 大阪府境 0.1

神戸市 2 神戸市中央区 神戸市中央区 5

神戸市 2 神戸市垂水区 神戸市西区 8

神戸市 175 神戸市西区 神戸市西区（市境） 10

奈良県 25 生駒郡斑鳩町幸前 生駒郡斑鳩町龍田 5

奈良県 163 大阪府境 京都府境 2

奈良県 165 香芝市穴虫 橿原市曲川町 12

和歌山県 26 和歌山市延時 和歌山市西汀丁 3

和歌山県 42 田辺市稲成町 田辺市芳養町 5

島根県 9 簸川郡斐川町併川 出雲市高松町 7

島根県 191 山口県境 益田市中吉田町 15

岡山県 2 倉敷市玉島阿賀崎 浅口市金光町 4

岡山県 2 浅口郡里庄町浜中 笠岡市用之江 8

広島県 2 三原市糸崎町 三原市新倉町 10

広島県 2 福山市霞町 福山市瀬戸町 5

広島県 2 東広島市八本松町 安芸郡海田町南堀川町 10

広島県 2 広島県安芸郡海田町日の出町 安芸郡海田町窪町 0.4

広島市 2 広島市安芸区 広島市安芸区 12

広島市 2 広島市安芸区 広島市西区 17

広島市 54 広島市安佐北区 広島市安佐北区 8

広島市 54 広島市安佐北区 広島市安佐北区 1

徳島県 55 小松島市大林町 阿南市津乃峰町 14

徳島県 55 阿南市津乃峰町 阿南市橘町 4

香川県 11 木田郡三木町井上 高松市上天神町 10

香川県 32 丸亀市綾歌町 丸亀市綾歌町 2

香川県 319 丸亀市原田町 仲多度郡まんのう町買田 11

愛媛県 11 四国中央市川之江町 四国中央市具定町 8

愛媛県 11 新居浜市船木 新居浜市萩生 7

愛媛県 11 西条市飯岡 西条市小松町 19

愛媛県 33 上浮穴郡久万高原町東明神 松山市久谷町 10

愛媛県 33 松山市北土居町 松山市小坂 3
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（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの

都道府県
・

政令市
起点 終点

路線
番号

延長
（km）

愛媛県 196 松山市大手町 松山市平田町 8

愛媛県 196 松山市平田町 今治市山路 36

愛媛県 196 今治市山路 今治市長沢 11

愛媛県 196 今治市長沢 西条市小松町 14

高知県 32 高知市北本町 高知市はりまや町 1

高知県 33 吾川郡いの町枝川 吾川郡いの町波川 6

福岡県 200 北九州市境 直方市大字頓野 2

福岡県 200 北九州市境 直方市津田町 3

福岡県 201 飯塚市片島 田川市弓削田 11

福岡県 201 糟屋郡篠栗町篠栗 飯塚市片島 18

福岡県 201 福岡市境 京都郡苅田町大字二崎 61

福岡県 208 大牟田市船津町 佐賀県境 29

福岡県 209 みやま市高田町濃施 久留米市東町 27

福岡県 210 久留米市田主丸町上原 うきは市浮羽町山北 12

北九州市 3 北九州市八幡東区 北九州市八幡西区 6

北九州市 200 北九州市八幡西区 北九州市八幡西区（市境） 12

北九州市 200 北九州市八幡西区 北九州市八幡西区（市境） 3

福岡市 3 福岡市東区 福岡市博多区 10

福岡市 3 福岡市博多区 福岡市博多区 2

福岡市 201 福岡市東区 福岡市東区（市境） 1

福岡市 201 福岡市東区（市境） 福岡市東区（市境） 0.4

福岡市 202 福岡市博多区 福岡市西区 10

佐賀県 202 唐津市東町 唐津市和多田 2

佐賀県 203 唐津市養母田 小城市三日月町樋口 34

佐賀県 203 唐津市相知町長部田 唐津市厳木町中島 6

佐賀県 203 多久市北多久町大字多久原 小城市三日月町長神田 11

長崎県 57 諫早市森山町田尻 諫早市小野町 5

熊本県 3 熊本市四方寄町 熊本市近見 13

熊本県 208 玉名市寺田 玉名市岱明町 7

熊本県 208 鹿本郡植木町大字滴水 鹿本郡植木町大字鞍掛 1

大分県 10 大分市大字宮崎 大分市大字中判田 6

大分県 57 豊後大野市犬飼町下津尾 豊後大野市千歳町新殿 7

大分県 57 豊後大野市千歳町新殿 豊後大野市大野町田中 10

大分県 57 豊後大野市犬飼町下津尾 豊後大野市犬飼町下津尾 1

大分県 57 豊後大野市大野町田中 竹田市大字会々 15

宮崎県 10 都城市高木町 都城市五十町 13

宮崎県 220 宮崎市大字折生迫 宮崎市大字内海 3

鹿児島県 3 薩摩川内市向田町 薩摩川内市隈之城町 1
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（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの

都道府県
・

政令市
起点 終点

路線
番号

延長
（km）

鹿児島県 3 いちき串木野市大字下名 いちき串木野市大字大里 3

鹿児島県 10 鹿児島市吉野町花倉 鹿児島市長田町 4

鹿児島県 10 姶良郡加治木町反土 姶良郡加治木町木田 3

鹿児島県 220 鹿屋市白水町 垂水市新城 7

鹿児島県 224 垂水市大字海潟 鹿児島市桜島横山町 13

鹿児島県 225 枕崎市西本町 鹿児島市城山町 52

鹿児島県 226 指宿市十二町 鹿児島市下福元町 32

沖縄県 58 恩納村字瀬良垣 恩納村字南恩納 6

沖縄県 58 名護市大北 名護市数久田 10

沖縄県 58 恩納村字南恩納 恩納村字仲泊 6

沖縄県 58 宜野湾市伊佐 浦添市牧港 5

沖縄県 58 那覇市久茂地 那覇市鏡水 1

沖縄県 329 うるま市石川赤崎 沖縄市後原 6

沖縄県 331 豊見城市瀬長 糸満市兼城 5

沖縄県 331 糸満市兼城 糸満市真栄里 3

沖縄県 331 那覇市久茂地 那覇市鏡水 1

沖縄県 331 那覇市奥武山町 名護市字二見スギンダ 47

沖縄県 332 那覇市久茂地 那覇市鏡水 2
※四捨五入の関係で計があわない場合があります。

　　以上、80路線　2,521km
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北海道 5 函館市昭和 北海道七飯町藤城 13

北海道 12 砂川市空知太 滝川市滝の川 6

北海道 12 旭川市神居町 旭川市日章 5

北海道 37 室蘭市陣屋町 室蘭市東町 8

北海道 37 北海道長万部町長万部 室蘭市東町 76

北海道 38 赤平市豊里 赤平市茂尻中央 5

北海道 38 釧路市大楽毛 釧路市北大通 14

北海道 38 滝川市大町 北海道浦幌町共栄 187

北海道 229 北海道余市町黒川町 北海道江差町柳崎町 287

北海道 230 北海道今金町字花石 北海道今金町字住吉 13

北海道 230 札幌市境 北海道せたな町北檜山区 104

北海道 231 留萌市本町 留萌市元川町 2

北海道 232 北海道天塩町字川口 北海道天塩町字北川口 6

北海道 234 岩見沢市並木町 苫小牧市沼ノ端 66

北海道 240 北海道津別町字大昭 北海道津別町字双葉 2

北海道 241 北海道音更町共和 帯広市大通 10

北海道 241 北海道弟子屈町鈴蘭 帯広市西１７条 150

北海道 272 北海道釧路町別保 北海道標津町標津 100

北海道 273 北海道上士幌町上士幌 紋別市渚滑町 168

北海道 274 札幌市境 北海道標茶町標茶 301

北海道 275 札幌市境 北海道浜頓別町大通り 274

北海道 276 北海道岩内町栄 苫小牧市新中野町 110

北海道 277 北海道八雲町熊石鮎川町 北海道八雲町立岩 33

北海道 278 函館市若松町 北海道森町森川町 120

北海道 279 函館市若松町 函館市末広町 2

北海道 333 北海道上川町上越 北見市端野町 105

北海道 334 北海道斜里町ウトロ西 北海道斜里町ウトロ西 1

北海道 334 北海道羅臼町本町 北海道美幌町報徳 121

北海道 335 北海道羅臼町本町 北海道標津町伊茶仁 42

北海道 336 北海道浦幌町豊北 北海道浦幌町字昆布苅石 13

北海道 337 千歳市錦町 北海道長沼町幌内 19

北海道 337 北海道南幌町南１５線 江別市工栄町 13

北海道 337 千歳市錦町 小樽市星野町 45

北海道 392 北海道白糠町白糠 北海道白糠町二股 35

北海道 393 小樽市奥沢 北海道倶知安町北４条 52

北海道 451 石狩市浜益区川下 滝川市本町 55

北海道 451 北海道新十津川町中央 滝川市本町 2

（２）移管の可能性について引き続き協議するもの

都道府県
・

政令市

路線
番号

起点 終点
延長
（km）
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（２）移管の可能性について引き続き協議するもの

都道府県
・

政令市

路線
番号

起点 終点
延長
（km）

北海道 452 芦別市北１条 芦別市旭町 2

北海道 452 夕張市紅葉山 旭川市西神楽 110

北海道 453 札幌市境 伊達市長和 67

札幌市 5 札幌市北区 札幌市中央区 2

札幌市 12 札幌市中央区 札幌市白石区 5

札幌市 36 札幌市中央区 札幌市豊平区 5

札幌市 230 札幌市中央区 札幌市中央区 4

札幌市 275 札幌市中央区 札幌市東区 2

札幌市 453 札幌市豊平区 札幌市南区（市境） 22

秋田県 7 山形県境 青森県境 208

秋田県 13 山形県境 秋田市川尻町 121

秋田県 46 岩手県境 大仙市協和境 57

埼玉県 16 東京都境 千葉県境 40

埼玉県 298 和光市新倉 東京都境 29

さいたま市 16 さいたま市西区 さいたま市北区 9

さいたま市 16 さいたま市見沼区 さいたま市岩槻区 7

さいたま市 298 さいたま市南区（市境） さいたま市南区（市境） 2

東京都 20 千代田区霞ヶ関 神奈川県境 39

東京都 246 千代田区隼町 神奈川県境 16

東京都 298 埼玉県境 千葉県境 1

神奈川県 20 東京都境 山梨県境 14

神奈川県 246 横浜市境 静岡県境 53

新潟県 18 長野県境 上越市大字下源入 38

富山県 160 石川県境 高岡市四屋 26

岐阜県 21 土岐市泉寺田町 滋賀県境 67

岐阜県 258 大垣市楽田町 三重県境 28

京都府 27 舞鶴市京田（舞鶴西ＩＣ） 福井県境 19

大阪府 1 京都府境 大阪市境 18

大阪府 25 奈良県境 大阪市境 13

大阪府 26 堺市境 和歌山県境 37

大阪府 481 泉佐野市 泉佐野市 2

和歌山県 42 三重県境 新宮市大橋通 1

鳥取県 53 鳥取市叶 鳥取市秋里 7

岡山県 2 岡山市京橋南町 岡山市大供 1

岡山県 30 岡山市青江 岡山市灘崎町西高崎 11

岡山県 30 玉野市東高崎 玉野市築港 10

岡山県 180 岡山市伊福町 岡山市高松田中 17
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（２）移管の可能性について引き続き協議するもの

都道府県
・

政令市

路線
番号

起点 終点
延長
（km）

岡山県 180 総社市長良 総社市種井 25

広島県 31 安芸郡坂町植田 呉市本通 14

広島県 31 安芸郡海田町南堀川町 安芸郡坂町植田 4

広島県 185 呉市本通 竹原市忠海東町 54

広島市 2 広島市西区 広島市佐伯区 5

広島市 2 広島市安芸区 広島市安芸区 11

広島市 2 広島市安芸区 広島市西区 11

広島市 31 広島市安芸区 広島市安芸区 2

広島市 31 広島市南区 広島市南区(市境） 0.4

広島市 54 広島市中区 広島市安佐北区 26

山口県 188 岩国市麻里布町 下松市望町 74

山口県 190 山口市江崎 山陽小野田市埴生 44

山口県 191 下関市竹崎町 下関市豊北町 37

山口県 191 長門市西深川 島根県境 76

佐賀県 34 鳥栖市永吉町 長崎県境 77

佐賀県 35 武雄市武雄町大字武雄 長崎県境 18

佐賀県 202 唐津市浜玉町 渕上 長崎県境 44

宮崎県 220 宮崎市橘通東 鹿児島県境 93

鹿児島県 220 宮崎県境 霧島市国分敷根 98
※四捨五入の関係で計があわない場合があります。

　　以上、61路線　4,385km
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＜河川＞

（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの：６水系

菊川（静岡県）、高津川（島根県）、松浦川（佐賀県）、番匠川（大分県）、

小丸川（宮崎県）、肝属川（鹿児島県）

（２）移管の可能性について引き続き協議するもの：２０水系

①見直しの考え方に照らして移管候補としたもの：１１水系

渚滑川（北海道）、湧別川（北海道）、網走川（北海道）、留萌川（北海道）、

尻別川（北海道）、後志利別川（北海道）、鵡川（北海道）、梯川（石川県）、

櫛田川（三重県）、天神川（鳥取県）、佐波川（山口県）

②都道府県から移管要望があったもの：９水系

米代川（秋田県）、雄物川（秋田県）、子吉川（秋田県）、芦田川（広島県）、

太田川（広島県）、遠賀川（福岡県）、矢部川（福岡県）、嘉瀬川（佐賀県）、

六角川（佐賀県）
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