
道路情報便覧システム
（道路情報便覧表示システム、道路情報便覧付図表示システム）

修正表

同システムの新たな修正版の配布は予定しておりません。
次頁以降、黄色網掛けの箇所については本表を正としてお取り扱い下さい。

平成24年10月4日



■スパン情報の修正箇所（6件修正、修正箇所：黄色網掛け） 対象：道路情報便覧付図表示システム

SPAN_NO 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 スパン延長（m） 通行区分 管理事務所 路線番号 路線名

64401500676440150132 6440150067 字元町 6440150132 字近藤 2140 両側とも通行可能 北海道　後志総合振興局　小樽建設管理部 主要地方道66号線 岩内洞爺線

64401501326440160019 6440150132 字近藤 6440160019 字杜 5662 両側とも通行可能 北海道　後志総合振興局　小樽建設管理部 主要地方道66号線 岩内洞爺線

563971F009563971F011 563971F009 北区島見町 563971F011 北区島見町 595 両側とも通行不可（個別審査） 新潟市 指定市道61号線 北６−５０号線

563971F010563971F011 563971F011 北区島見町 563971F010 北区島見町 186 両側とも通行不可（個別審査） 新潟市 指定市道61(1)号線 北６−５０号線（複線０１）

563971F001563971F009 563971F001 北区島見町 563971F009 北区島見町 165 両側とも通行不可（個別審査） 新潟市 指定市道61号線 北６−５０号線

5639700309563970F004 5639700309 東区古湊町 563970F004 東区古湊町 34 両側とも通行不可（個別審査） 新潟市 指定市道76号線 東１−３５号線

■修正前
SPAN_NO 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 スパン延長（m） 通行区分 管理事務所 路線番号 路線名

64401500676440150132 6440150067 字元町 6440150132 字近藤 2140 両側とも通行不可（通行不可） 北海道　後志総合振興局　小樽建設管理部 主要地方道66号線 岩内洞爺線

64401501326440160019 6440150132 字近藤 6440160019 字杜 5662 両側とも通行不可（通行不可） 北海道　後志総合振興局　小樽建設管理部 主要地方道66号線 岩内洞爺線

563971F009563971F011 563971F009 北区島見町 563971F011 北区島見町 595 両側とも通行可能 新潟市 指定市道61号線 北６−５０号線

563971F010563971F011 563971F011 北区島見町 563971F010 北区島見町 186 両側とも通行可能 新潟市 指定市道61(1)号線 北６−５０号線（複線０１）

563971F001563971F009 563971F001 北区島見町 563971F009 北区島見町 165 両側とも通行可能 新潟市 指定市道61号線 北６−５０号線

5639700309563970F004 5639700309 東区古湊町 563970F004 東区古湊町 34 両側とも通行可能 新潟市 指定市道76号線 東１−３５号線



■狭小幅員情報の修正箇所（29件修正、1件追加、修正箇所：黄色網掛け） 対象：道路情報便覧表示システム

スパン番号 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 起点からの距離 障害箇所延長 都道府県名 市町村名 地先名 分離・非分離区分 左側幅員 右側幅員 管理事務所 路線番号 路線名

53371300615337130346 5337130346 大井町 5337130061 茄子川字広久手 0 590 岐阜県 恵那市 大井町 非分離 3.25 3.25 中部地方整備局　多治見砂防国道事務所 一般国道19号線 #

50324600365032460161 5032460161 久谷町 5032460036 千足 0 5700 愛媛県 砥部町 久谷町 非分離 3 3 四国地方整備局　松山河川国道事務所 一般国道33号線 #

5032460161503246F005 503246F005 久谷町つづら川 5032460161 久谷町 0 3300 愛媛県 松山市 久谷町つづら川 非分離 3 3 四国地方整備局　松山河川国道事務所 一般国道33号線 #

50336101295033720563 5033720563 萩生 5033610129 飯岡字八幡原 0 2260 愛媛県 新居浜市 大生院 非分離 3.25 3.25 四国地方整備局　松山河川国道事務所 一般国道11号線 #

5339751427533975F027 5339751427 岩槻区馬込 533975F027 岩槻区馬込 17 30 埼玉県 さいたま市 岩槻区馬込 分離 5.08 さいたま市
一般国道122(1)号
線

#

53397503305339751427 5339750330 岩槻区平林寺 5339751427 岩槻区馬込 157 8 埼玉県 さいたま市 岩槻区馬込 分離 5.14 さいたま市
一般国道122(1)号
線

#

54361201205436120175 5436120175 今福 5436120120 八ッ口 0 150 福井県 坂井市 今福 非分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(35)号線 #

54361203635436120495 5436120495 八ツ口 5436120363 八ッ口 0 300 福井県 丸岡町 今福 分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(37)号線 #

5436020355543602F005 543602F005 諏訪間 5436020355 諏訪間 0 180 福井県 永平寺町 諏訪間 分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所
一般国道364(3)号
線

#

54360105345436010542 5436010542 西方 5436010534 西方２丁目 0 550 福井県 福井市 西方 分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(11)号線 #

53363005035336300530 5336300530 小河口 5336300503 小河口 0 675 福井県 敦賀市 小河口 分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道161号線 #

50336101295033720563 5033720563 萩生 5033610129 飯岡字八幡原 2260 940 愛媛県 西条市 飯岡 分離 6.5 6.5 四国地方整備局　松山河川国道事務所 一般国道11号線 #

52382207395238220742 5238220742 仮宿 5238220739 仮宿 0 656 静岡県 藤枝市 仮宿 分離 3.5 中部地方整備局　静岡国道事務所
一般国道1(375)号
線

#

53392404125339243398 5339243398 青葉区田奈町 5339240412 青葉区田奈町 0 48 神奈川県 横浜市 青葉区田奈町 非分離 3.7 横浜市 指定市道119号線 つつじが丘８２号

5135750671513575F005 5135750671 小瀬町 513575F005 小瀬町 0 31 奈良県 生駒市 小瀬町 分離 3 奈良県　郡山土木事務所
一般国道168(3)号
線

#

52357100515235710259 5235710259 長田野 5235710051 長田野町２丁目 0 177 京都府 福知山市 長田野町３丁目 分離 4.5 福知山市
市町村道13056号
線

市の谷北インター線

52357100515235710257 5235710051 長田野町２丁目 5235710257 長田野 0 163 京都府 福知山市 長田野町２丁目 分離 4.5 福知山市
市町村道13056号
線

市の谷北インター線

53394731565339473161 5339473156 上妙典 5339473161 高谷 0 115 千葉県 市川市 高谷 分離 3.25 関東地方整備局　千葉国道事務所
一般国道298(5)号
線

#

54394301155439430271 5439430115 本城１丁目 5439430271 柳原町 78 383 栃木県 足利市 本城一丁目 非分離 3.5 栃木県　安足土木事務所 主要地方道40号線 足利環状線

53331300325333130040 5333130032 熊党 5333130040 大字日吉津 0 254 鳥取県 米子市 熊党 非分離 5.5 米子市 市町村道3246号線 熊蚊屋東側側道線

53331300325333130227 5333130227 熊党 5333130032 熊党 0 203 鳥取県 米子市 熊党 非分離 5.5 米子市 市町村道3246号線 熊蚊屋東側側道線

5436120122543612F008 5436120122 丸岡町八ツ口 543612F008 今福 0 80 福井県 坂井市 今福 非分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 主要地方道30号線 福井丸岡線

54360105425436010547 5436010547 成和１ 5436010542 西方 0 530 福井県 福井市 御幸４丁目 非分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(11)号線 #

53366104175336610645 5336610645 行松町 5336610417 行松町 0 370 福井県 越前市 行松町 非分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(39)号線 #

53366102775336610418 5336610418 行松町 5336610277 行松町 0 140 福井県 越前市 行松町 2 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(36)号線 #

53394731545339473161 5339473161 高谷 5339473154 高谷 0 216 千葉県 市川市 高谷 分離 3.25 関東地方整備局　千葉国道事務所
一般国道298(5)号
線

#

53394731555339473161 5339473155 高谷 5339473161 高谷 0 291 千葉県 市川市 高谷 分離 3.25 関東地方整備局　千葉国道事務所
一般国道298(7)号
線

#

53394727255339473155 5339472725 高谷新町 5339473155 高谷 0 376 千葉県 市川市 高谷 分離 3.25 関東地方整備局　千葉国道事務所
一般国道298(7)号
線

#

48305200724830620016 4830520072 有明町上津浦 4830620016 有明町上津浦 0 469 熊本県 天草市 有明町上津浦 非分離 3.25 熊本県　天草地域振興局土木部
一般国道324(11)号
線

#

■修正前
スパン番号 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 起点からの距離 障害箇所延長 都道府県名 市町村名 地先名 分離・非分離区分 左側幅員 右側幅員 管理事務所 路線番号 路線名

53371300615337130346 5337130346 大井町 5337130061 茄子川字広久手 0 590 岐阜県 中津川市 大井町 分離 3.25 3.25 中部地方整備局　多治見砂防国道事務所 一般国道19号線 #

50324600365032460161 5032460161 久谷町 5032460036 千足 0 5700 愛媛県 砥部町 久谷町 分離 3 3 四国地方整備局　松山河川国道事務所 一般国道33号線 #

5032460161503246F005 503246F005 久谷町つづら川 5032460161 久谷町 0 3300 愛媛県 松山市 久谷町つづら川 分離 3 3 四国地方整備局　松山河川国道事務所 一般国道33号線 #

50336101295033720563 5033720563 萩生 5033610129 飯岡字八幡原 0 940 愛媛県 新居浜市 大生院 分離 3.25 3.25 四国地方整備局　松山河川国道事務所 一般国道11号線 #

5339751427533975F027 5339751427 岩槻区馬込 533975F027 岩槻区馬込 17 30 埼玉県 さいたま市 岩槻区馬込 非分離 2.54 さいたま市 一般国道122(1)号線#

53397503305339751427 5339750330 岩槻区平林寺 5339751427 岩槻区馬込 157 8 埼玉県 さいたま市 岩槻区馬込 非分離 5.14 さいたま市 一般国道122(1)号線#

54361201205436120175 5436120175 今福 5436120120 八ッ口 0 150 福井県 坂井市 八ッ口 非分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(35)号線 #

54361203635436120495 5436120495 八ツ口 5436120363 八ッ口 0 300 福井県 丸岡町 八ッ口 分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(37)号線 #

5436020355543602F005 543602F005 諏訪間 5436020355 諏訪間 0 180 福井県 永平寺町 諏訪間 分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道364(3)号線#

54360105345436010542 5436010542 西方 5436010534 西方２丁目 0 550 福井県 福井市 西方 分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(11)号線 #

53363005035336300530 5336300530 小河口 5336300503 小河口 0 675 福井県 敦賀市 小河口 分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道161号線 #

52382207395238220742 5238220742 仮宿 5238220739 仮宿 0 656 静岡県 藤枝市 仮宿 分離 3.5 中部地方整備局　静岡国道事務所 一般国道1(375)号線#

53392404125339243398 5339243398 青葉区田奈町 5339240412 青葉区田奈町 0 48 神奈川県 横浜市 青葉区田奈町 非分離 3.7 横浜市 指定市道119号線 つつじが丘８２号

5135750671513575F005 5135750671 小瀬町 513575F005 小瀬町 0 31 奈良県 生駒市 小瀬町 分離 3 奈良県　郡山土木事務所 一般国道168(3)号線#

52357100515235710259 5235710259 長田野 5235710051 長田野町２丁目 0 177 京都府 福知山市 長田野町３丁目 分離 4.5 福知山市 市町村道13056号線市の谷北インター線

52357100515235710257 5235710051 長田野町２丁目 5235710257 長田野 0 163 京都府 福知山市 長田野町２丁目 分離 4.5 福知山市 市町村道13056号線市の谷北インター線

53394731565339473161 5339473156 上妙典 5339473161 高谷 0 115 千葉県 市川市 高谷 分離 3.25 関東地方整備局　千葉国道事務所 一般国道298(5)号線#

54394301155439430271 5439430115 本城１丁目 5439430271 柳原町 78 383 栃木県 足利市 本城一丁目 非分離 3.5 栃木県　安足土木事務所 主要地方道40号線 足利環状線

53331300325333130040 5333130032 熊党 5333130040 大字日吉津 0 254 鳥取県 米子市 熊党 非分離 5.5 米子市 市町村道3246号線 熊蚊屋東側側道線

53331300325333130227 5333130227 熊党 5333130032 熊党 0 203 鳥取県 米子市 熊党 非分離 5.5 米子市 市町村道3246号線 熊蚊屋東側側道線

5436120122543612F008 5436120122 丸岡町八ツ口 543612F008 今福 0 80 福井県 坂井市 今福 非分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 主要地方道30号線 福井丸岡線

54360105425436010547 5436010547 成和１ 5436010542 西方 0 530 福井県 福井市 御幸４丁目 非分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(11)号線 #

53366104175336610645 5336610645 行松町 5336610417 行松町 0 370 福井県 越前市 行松町 非分離 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(39)号線 #

53366102775336610418 5336610418 行松町 5336610277 行松町 0 140 福井県 越前市 行松町 2 3.5 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 一般国道8(36)号線 #

53394731545339473161 5339473161 高谷 5339473154 高谷 0 216 千葉県 市川市 高谷 分離 3.25 関東地方整備局　千葉国道事務所 一般国道298(5)号線#

53394731555339473161 5339473155 高谷 5339473161 高谷 0 291 千葉県 市川市 高谷 分離 3.25 関東地方整備局　千葉国道事務所 一般国道298(7)号線#

53394727255339473155 5339472725 高谷新町 5339473155 高谷 0 376 千葉県 市川市 高谷 分離 3.25 関東地方整備局　千葉国道事務所 一般国道298(7)号線#

48305200724830620016 4830520072 有明町上津浦 4830620016 有明町上津浦 0 469 熊本県 天草市 有明町上津浦 非分離 3.25 熊本県　天草地域振興局土木部 一般国道324(11)号線#



■橋梁箇所情報の修正箇所（4件修正、修正箇所：黄色網掛け） 対象：道路情報便覧表示システム

スパン番号 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 起点からの距離 都道府県名 市町村名 地先名 橋梁名 橋長 制限重量 管理事務所 路線番号 路線名

513533F0065135340340 5135340340 丁ノ町 513533F006 大薮 1,380 和歌山県 かつらぎ町 大薮 大谷高架橋（１） 91
近畿地方整備局　和歌山河川国道事務
所

一般国道24(9)号
線

#

513533F0065135340340 5135340340 丁ノ町 513533F006 大薮 1,471 和歌山県 かつらぎ町 大薮 大谷高架橋（２） 114
近畿地方整備局　和歌山河川国道事務
所

一般国道24(9)号
線

#

513533F0065135340340 5135340340 丁ノ町 513533F006 大薮 1,585 和歌山県 かつらぎ町 大薮 大谷高架橋（３） 91
近畿地方整備局　和歌山河川国道事務
所

一般国道24(9)号
線

#

53370105115337010627 5337010627 泉寺田町 5337010511 明世町山野内 2,649 岐阜県 瑞浪市 明世町山野内地先 月吉橋 31
中部地方整備局　多治見砂防国道事務
所

一般国道19号線 #

■修正前
スパン番号 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 起点からの距離 都道府県名 市町村名 地先名 橋梁名 橋長 制限重量 管理事務所 路線番号 路線名

513533F0065135340340 5135340340 丁ノ町 513533F006 大薮 1,380 和歌山県 かつらぎ町 大薮 大谷高架橋（１） 91 25
近畿地方整備局　和歌山河川国道事務
所

一般国道24(9)号線#

513533F0065135340340 5135340340 丁ノ町 513533F006 大薮 1,471 和歌山県 かつらぎ町 大薮 大谷高架橋（２） 114 25
近畿地方整備局　和歌山河川国道事務
所

一般国道24(9)号線#

513533F0065135340340 5135340340 丁ノ町 513533F006 大薮 1,585 和歌山県 かつらぎ町 大薮 大谷高架橋（３） 91 25
近畿地方整備局　和歌山河川国道事務
所

一般国道24(9)号線#

53370105115337010627 5337010627 泉寺田町 5337010511 明世町山野内 2,649 岐阜県 瑞浪市 明世町山野内地先 月吉橋 31 25
中部地方整備局　多治見砂防国道事務
所

一般国道19号線 #



■上空障害箇所情報の修正箇所（2件追加）　※項目数が多いため、2行で記載 対象：道路情報便覧表示システム

SPAN_NO 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 起点からの距離 都道府県名 市町村名 地先名 上空障害箇所名 分離・非分離区分

56397100245639710067 5639710067 東区下山３丁目 5639710024 北区松浜町 0 新潟県 新潟市 東区下山３丁目 松浜橋 非分離

563940F0025639500115 563940F002 南区戸石 5639500115 南区小須戸 0 新潟県 新潟市 南区戸石 小須戸橋 非分離

SPAN_NO 左側幅員
左側空間高
（車道幅）

左側空間高
（３．５０）

左側空間高
（３．００）

左側空間高
（１．７５）

左側空間高
（１．５０）

空間高
（車道中心）

右側空間高
（１．５０）

右側空間高
（１．７５）

右側空間高
（３．００）

右側空間高
（３．５０）

右側空間高
（車道端）

右側幅員 制限標識高 管理事務所 路線番号 路線名

56397100245639710067 2.75 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 2.75 3.2 新潟市 一般国道113号#

563940F0025639500115 2.75 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.75 3.3 新潟市 主要地方道41号白根安田線



■曲線障害箇所情報の修正箇所（3件修正、1件削除、修正箇所：黄色網掛け） 対象：道路情報便覧表示システム

SPAN_NO 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 起点からの距離 障害箇所延長 曲線半径 左側幅員 右側幅員 全幅員 分離・非分離区分 都道府県名 市町村名 地先名 管理事務所 路線番号 路線名

53397503305339751427 5339750330 岩槻区平林寺 5339751427 岩槻区馬込 86 71 40 8 分離 埼玉県 さいたま市 岩槻区平林寺 さいたま市 一般国道122(1)号線 #

48305200724830620016 4830520072 有明町上津浦 4830620016 有明町上津浦 353 116 32 3.3 非分離 熊本県 天草市 有明町上津浦 熊本県　天草地域振興局土木部 一般国道324(11)号線 #

52382207395238220742 5238220742 仮宿 5238220739 仮宿 194 37 50 3.5 分離 静岡県 藤枝市 仮宿 中部地方整備局　静岡国道事務所 一般国道1(375)号線 #

51353400905135340091 5135340091  橋本１丁目 5135340090  東家４丁目 53 53 50 4 4  非分離  和歌山県  橋本市  東家 近畿地方整備局　和歌山河川国道事務所 一般国道24号線 #

■修正前

SPAN_NO 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 起点からの距離 障害箇所延長 曲線半径 L幅員 R幅員 全幅員 分離・非分離区分 都道府県名 市町村名 地先名 管理事務所 路線番号 路線名

53397503305339751427 5339750330 岩槻区平林寺 5339751427 岩槻区馬込 86 71 40 8 非分離 埼玉県 さいたま市 岩槻区平林寺 さいたま市 一般国道122(1)号線 #

48305200724830620016 4830520072 有明町上津浦 4830620016 有明町上津浦 353 116 32 3.3 非分離 熊本県 天草市 有明町上津浦 熊本県　天草地域振興局土木部 一般国道324(11)号線 #

52382207395238220742 5238220742 仮宿 5238220739 仮宿 194 37 50 3.5 分離 静岡県 藤枝市 仮宿 中部地方整備局　静岡国道事務所 一般国道1(375)号線 #

51353400905135340091 5135340091 橋本１丁目 5135340090 東家４丁目 53 53 50 4 4 非分離 和歌山県 橋本市 東家 近畿地方整備局　和歌山河川国道事務所 一般国道24号線 #



■通行規制情報の修正箇所（1件追加、3件削除） 対象：道路情報便覧表示システム

スパン番号 起点側交差点番号 地先名 終点側交差点番号 地先名 規制方向区分
通行規制開
始年月日

通行規制終
了年月日

通行開始
時間

通行終了
時間

通行規制理由区分 通行規制理由メモ 通行条件区分 通行条件メモ
車両
幅

車両
長さ

車両
高さ

車両
重量

管理事務所 路線番号 路線名

54380100975438010275 5438010275 四賀細久保 5438010097 清水２丁目８番 両方向 # # ---- ---- 供用開始延期
ＪＲ赤羽根踏切において
車両底が路線に当たって
しまうため

その他(曜日など)によ
り通行規制あり

重量物運搬用セミトレー
ラーのみ個別協議、そ
の他の車両は通行可

0 0 0 0
関東地方整備局
長野国道事務所

一般国道20号
線

#

5339751427533975F027 5339751427 岩槻区馬込 533975F027 岩槻区馬込
 Ａ→Ｂ方向・通
 行規制

# # ---- ----  大型車通行止め # 0 0 0 0  さいたま市
 一般国道122(1)
 号線

#

53370104195337110014 5337010419 美佐野 5337110014 井尻杉ヶ﨑  両方向 # # ---- ----  災害  全車通行止め # 0 0 0 0
 中部地方整備局
 多治見砂防国道事
 務所

 一般国道21号
 線

#

53371100145337110233 5337110014 井尻杉ヶ﨑 5337110233 井尻  両方向 # # ---- ----  災害  全車通行止め # 0 0 0 0
 中部地方整備局
 多治見砂防国道事
 務所

 一般国道21号
 線

#



■交差点情報の修正箇所（9箇所修正、修正箇所：黄色網掛け） 対象：道路情報便覧表示システム

交差点名称 都道府県名 市町村名 地先名 交差店名 障害区分 管理事務所 道路管理者 都道府県（管理事務所） 管理事務所TEL 管理事務所FAX
折新可否情報

（修正箇所のみ）

5339472306 東京都 江戸川区 一之江２丁目 一之江出入口＃５３３９４７２３０６ 通行障害有り 東京都　第五建設事務所 東京都知事 東京都 03-5875-1393 # 省略

5236300068 滋賀県 湖南市 岩根 岩根西＃５２３６３０００６８ 通行障害無し 近畿地方整備局　滋賀国道事務所 国土交通大臣 # 077-523-1744 077-523-4016 5236300145-5236400528の両方向通行可（B条件）

5238220286 静岡県 藤枝市 仮宿 広幡インターチェンジ＃５２３８２２０２８６ 通行障害有り 中部地方整備局　静岡国道事務所 国土交通大臣 # 054-250-8908 054-250-8911 5438220351→5438220739が通行可

5133410424 広島県 三原市 糸崎町 糸崎八丁目 通行障害有り 中国地方整備局　福山河川国道事務所 国土交通大臣 # 084-923-2620 084-923-2517

5133400106→5133400565がCCBB
5133400106→5133410052がBBBB
5133400565→5133400106がCCBB
5133400565→5133410052がCCBB
5133410052→5133400106がBBBB
5133410052→5133400565がCCBB

5438010097 長野県 諏訪市 清水２丁目８番 ＃５４３８０１００９７ 通行障害有り 関東地方整備局　長野国道事務所 国土交通大臣 # 026-264-7007 026-264-7043

5438010105→5438010191がBBBB
5438010191→5438010105がBBBB
5438010191→5438010275が個個個C
5438010275→5438010191が個個個C

5236562952 愛知県 蟹江町 源氏１丁目 通行障害有り 愛知県　海部建設事務所 愛知県知事 愛知県 0567-24-2111 0567-24-2147

5236560709→5236562956が通行不可
5236562948→5236562956がBBBB
5236562956→5236560709が通行不可
5236562956→5236562948がBBBB

5234360247 兵庫県 福崎町 西田原 井ノ口＃５２３４３６０２４７ 通行障害有り 兵庫県　姫路土木事務所 兵庫県知事 兵庫県 079-281-9458 079-281-8529

5234360119→5234360263が個個個個
5234360134→5234360263がBBBB
5234360263→5234360119が個個個個
5234360263→5234360134がBBBB

5336300530 福井県 敦賀市 小河口 小河口交差点＃５３３６３００５３０ 通行障害有り 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 国土交通大臣 # 0776-35-2661 0776-36-0971

5336300304→5336300503が通行不可
5336300304→5336300504が個CBB
5336300503→5336300504が個CBB
5336300504→5336300304が個CBB
5336300504→5336300503が通行不可

5339750330 埼玉県 さいたま市 岩槻区平林寺 平林寺橋＃５３３９７５０３３０ 通行障害有り さいたま市 さいたま市長 埼玉県 048-829-1486 048-829-1988
5339751427→5339750283が通行不可
5339751427→533975F023が通行不可

■修正前
交差点名称 都道府県名 市町村名 地先名 交差店名 障害区分 管理事務所 道路管理者 都道府県（管理事務所） 管理事務所TEL 管理事務所FAX SESSIN_KAHI_JYOHO_AREA

5339472306 東京都 江戸川区 一之江２丁目 一之江出入口＃５３３９４７２３０６ 通行障害有り 首都高速道路株式会社　東東京管理局 首都高速道路公団理事長 # 03-5640-4837 03-5640-4883 省略

5236300068 滋賀県 湖南市 岩根 岩根西＃５２３６３０００６８ 通行障害有り 近畿地方整備局　滋賀国道事務所 国土交通大臣 # 077-523-1744 077-523-4016 5236300145-5236400528の両方向通行不可

5238220286 静岡県 藤枝市 仮宿 広幡インターチェンジ＃５２３８２２０２８６ 通行障害有り 中部地方整備局　静岡国道事務所 国土交通大臣 # 054-250-8908 054-250-8911 5438220351→5438220739が通行不可

5133410424 広島県 三原市 糸崎町 通行障害有り 中国地方整備局　福山河川国道事務所 国土交通大臣 # 084-923-2620 084-923-2517

5133400106→5133400565が個個CB
5133400106→5133410052が個個個C
5133400565→5133400106が個個CB
5133400565→5133410052がBBBB
5133410052→5133400106が個個個C
5133410052→5133400565がBBBB

5438010097 長野県 諏訪市 清水２丁目８番 ＃５４３８０１００９７ 通行障害有り 関東地方整備局　長野国道事務所 国土交通大臣 # 026-264-7007 026-264-7043

5438010105→5438010191が通行不可
5438010191→5438010105が通行不可
5438010191→5438010275が通行不可
5438010275→5438010191が通行不可

5236562952 愛知県 蟹江町 源氏１丁目 通行障害有り 愛知県　海部建設事務所 愛知県知事 愛知県 0567-24-2111 0567-24-2147

5236560709→5236562956がBBBB
5236562948→5236562956が通行不可
5236562956→5236560709がBBBB
5236562956→5236562948が通行不可

5234360247 兵庫県 福崎町 西田原 井ノ口＃５２３４３６０２４７ 通行障害有り 兵庫県　姫路土木事務所 兵庫県知事 兵庫県 079-281-9458 079-281-8529

5234360119→5234360263がBBBB
5234360134→5234360263が個個個個
5234360263→5234360119がBBBB
5234360263→5234360134が個個個個

5336300530 福井県 敦賀市 小河口 小河口交差点＃５３３６３００５３０ 通行障害有り 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 国土交通大臣 # 0776-35-2661 0776-36-0971

5336300304→5336300503がCCBB
5336300304→5336300504が通行不可
5336300503→5336300504が通行不可
5336300504→5336300304がCCBB
5336300504→5336300503がCCBB

5339750330 埼玉県 さいたま市 岩槻区平林寺 平林寺橋＃５３３９７５０３３０ 通行障害有り さいたま市 さいたま市長 埼玉県 048-829-1486 048-829-1988
5339751427→5339750283がCBBB
5339751427→533975F023がCBBB


