
令和２年６月５日 

特車運用事務局 

 

道路情報便覧データ随時更新のお知らせ 

 

オンライン申請システム道路情報便覧データの更新（一部）を行います。 

更新箇所は以下のとおりです。 

なお、デジタル地図経路作成システムの「地図表示情報」や地図背景へは反映されませんのでご了承

ください。 

 

№ 項 目 内 容 

1 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 宮崎県 小林土木事務所 

路線名称 主要地方道１号本線（小林えびの高原牧園線） 

交差点番号 4730770137 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  
№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  
1 4730770046

４６ 

4730770137 4730770041 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

 
2 4730770041 4730770137 4730770046 仮登録 

 

進入禁止なし  

  
№ 項 目 内 容 

2 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 長崎県 県北振興局 

路線名称 一般国道３８４号本線 

交差点番号 4929550379 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  
1 4929550073 4929550379 4730770377 進入禁止なし 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

仮登録 

2 4730770377 4929550379 4929550073 進入禁止なし 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

仮登録 

3 4929550073 4929550379 4929550068 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

 
4 4929550068 4929550379 4929550073 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし  

 
  



№ 項 目 内 容 

3 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 大分県 別府土木事務所 

路線名称 一般都道府県道６４３号本線（日出真那井杵築線） 

交差点番号 5031050051 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  
№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後  
1 5031040269 5031050051 5031050081 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

 
2 5031050081 5031050051 5031040269 仮登録 

 

進入禁止なし  

  
№ 項 目 内 容 

4 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 福岡県 田川県土整備事務所 

路線名称 主要地方道６２号複線０１（北九州小竹線（複線０１）） 

交差点番号 5030460198 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

 
№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

 
1 5030460109 5030460198 5030460086 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

 
2 5030460086 5030460198 5030460109 仮登録 

 

進入禁止なし  

  
№ 項 目 内 容 

5 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 山口県 宇部土木建築事務所 

路線名称 一般都道府県道３５４号本線（妻崎開作小野田線） 

交差点番号 5031710378 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5031710556 5031710378 5031710043 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5031710043 5031710378 5031710556 仮登録  進入禁止なし 

  
  



№ 項 目 内 容 

6 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 東かがわ市 

路線名称 東かがわ市道９４号本線（古川大谷線） 

交差点番号 5134320137 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5134320012 5134320137 5134220062 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5134220062 5134320137 5134320012 仮登録  進入禁止なし 

  
№ 項 目 内 容 

7 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 高梁市 

路線名称 高梁市道１４１号本線（大谷多和山線） 

交差点番号 5233250031 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5233250038 5233250031 5233250029 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5233250029 5233250031 5233250038 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
№ 項 目 内 容 

8 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 岡山県 美作県民局 

路線名称 一般国道１８１号本線 

交差点番号 5233470050 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5233470038 5233470050 5233460049 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5233460049 5233470050 5233470038 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
  



№ 項 目 内 容 

9 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 門真市 

路線名称 門真市道２号本線（島頭太子田線） 

交差点番号 5235045365 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5235042972 5235045365 5235042682 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5235042682 5235045365 5235042972 仮登録 

 

進入禁止なし 

 

№ 項 目 内 容 

10 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 愛知県 知多建設事務所 

路線名称 一般国道２４７号本線 

交差点番号 5236271877 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5236270031 5236271877 5236270006 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5236270006 5236271877 5236270031 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
№ 項 目 内 容 

11 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 三重県 桑名建設事務所 

路線名称 一般国道３６５号本線 

交差点番号 5236540186 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5236540184 5236540186 5236540188 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5236540188 5236540186 5236540184 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
  



№ 項 目 内 容 

12 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 いなべ市 

路線名称 いなべ市道６０１号本線（阿第９３号線） 

交差点番号 5236540370 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5236540192 5236540370 5236540184 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5236540184 5236540370 5236540192 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
№ 項 目 内 容 

13 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 中部地方整備局 名古屋国道事務所 

路線名称 一般国道１号本線 

交差点番号 5237120487 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5237220264 5237120487 5237120524 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5237120524 5237120487 5237220264 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
№ 項 目 内 容 

14 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 坂祝町 

路線名称 坂祝町道３０２７号本線（勝山２７号線） 

交差点番号 5336170731 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 533617F005 5336170731 533617F006 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 533617F006 5336170731 533617F005 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
  



№ 項 目 内 容 

15 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 久喜市 

路線名称 久喜市道１０３０号本線（久喜市道久喜１０３０号） 

交差点番号 5439050281 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5439050279 5439050281 5439050280 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5439050280 5439050281 5439050279 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
№ 項 目 内 容 

16 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 久喜市 

路線名称 久喜市道９号本線（久喜市道久喜９号線） 

交差点番号 5439050351 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5439050352 5439050351 5439050286 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5439050286 5439050351 5439050352 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
№ 項 目 内 容 

17 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 福岡市 

路線名称 一般都道府県道５５３号本線（東光寺竹下春吉線） 

交差点番号 5030330205 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5030335388 5030330205 5030330102 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5030330102 5030330205 5030335388 仮登録 

 

進入禁止なし 

 
3 5030330102 5030330205 5030330193 仮登録 

 

進入禁止なし  

 
4 5030330193 5030330205 5030330102 仮登録 

 

進入禁止なし  

  
  



№ 項 目 内 容 

18 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 知多市 

路線名称 知多市道１００６号本線（市道知多刈谷線） 

交差点番号 5236371505 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  1 5236371507 5236371505 5236371504 仮登録 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

2 5236371504 5236371505 5236371507 仮登録 

 

進入禁止なし 

  
№ 項 目 内 容 

19 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 近畿地方整備局 京都国道事務所 

路線名称 一般国道４７８号（複線０２） 

交差点番号 5235251560 

更新内容 

＜以下の折進の分類値を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 

更新前 更新後 

  

車両分類 車両分類 

０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

1 5235252004 5235251560 5235251277 個 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ 

2 5235251277 5235251560 5235250866 個 個 個 個 個 Ｃ Ｂ Ｂ 

3 5235250866 5235251560 5235251277 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

 
4 5235251394 5235251560 5235252004 個 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ  

 
5 5235251394 5235251560 5235251277 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

 
6 5235250866 5235251560 5235251394 個 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ  

 
7 5235251394 5235251560 5235250866 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

  
 

  



 

№ 項 目 内 容 

20 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 近畿地方整備局 京都国道事務所 

路線名称 一般国道１号（複線６６） 

交差点番号 5235260852 

更新内容 

＜以下の折進の分類値を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 

更新前 更新後 

  

車両分類 車両分類 

０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

1 5235260856 5235260852 5235260667 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 個 Ｃ Ｂ Ｂ 

2 5235260667 5235260852 5235260856 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

3 5235260856 5235260852 5235260850 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

 
4 5235260667 5235260852 5235260850 個 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ  

 
5 5235260221 5235260852 5235260850 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  

  
№ 項 目 内 容 

21 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 近畿地方整備局 京都国道事務所 

路線名称 一般国道１号（複線６６） 

交差点番号 5235261216 

更新内容 

＜以下の折進の分類値及び進入禁止区分を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 

更新前 更新後 

  

車両分類 車両分類 

０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

1 5235260870 5235261216 5235260859 個 個 個 個 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

2 5235260870 5235261216 5235261117 個 個 個 個 個 Ｃ Ｂ Ｂ 

3 5235260859 5235261216 5235261117 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 個 個 Ｃ Ｂ 

 
4 5235261117 5235261216 5235260859 個 個 個 個 個 Ｃ Ｂ Ｂ  

 

 
 
№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後  

 
1 5235260870 5235261216 5235260859 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
2 5235260870 5235261216 5235261117 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
3 5235261117 5235261216 5235260859 進入禁止あり 進入禁止なし  

  
 

  



 

№ 項 目 内 容 
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更新情報 スパン情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 

路線名称 一般国道１０号本線 

スパン 4831240037～4831240132 

更新内容 

＜以下の通行区分を変更＞ 

  
更新箇所 

更新前 

更新前 

折進先 

更新後 

更新後 
  

通行区分 両方向とも通行不可 両方向とも通行可能 

  
№ 項 目 内 容 

23 

更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 大津市 

路線名称 高速自動車国道１１号本線（名神高速道路） 

交差点番号 5235361260 

更新内容 

＜以下の折進の分類値、進入禁止区分、道路管理者名を変更＞ 

  

№ 進入側 当該交差点 折進先 

更新前 更新後 

  

車両分類 車両分類 

０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

1 5235370979 5235361260 5235361069 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 個 Ｂ Ｂ Ｂ 

2 5235370979 5235361260 5235370365 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 個 Ｂ Ｂ Ｂ 

 

 
№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後  

 
1 5235361069 5235361260 5235370315 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
2 5235370315 5235361260 5235361069 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
3 5235370315 5235361260 5235370365 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
4 5235370365 5235361260 5235370315 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
5 5235361069 5235361260 5235370979 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
6 5235370979 5235361260 5235361069 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
7 5235370365 5235361260 5235370979 進入禁止あり 進入禁止なし  

 
8 5235370979 5235361260 5235370365 進入禁止あり 進入禁止なし  

 

 

 
 

更新箇所 更新前 更新後  

 道路管理者名 大津市 
西日本高速道路株式会社 

滋賀高速道路事務所 
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25 

更新情報 スパン情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 首都高速道路株式会社 東京東局 

路線名称 都市高速道７号本線（首都高速７号小松川線） 

スパン 
5339469640～5339472306 

5339470846～5339472306  

更新内容 

＜以下の指定道路区分を変更＞ 

  
更新箇所 

更新前 

更新前 

折進先 

更新後 

更新後 
  

指定道路区分 重さ指定 重さ＋高さ指定 

  
№ 項 目 内 容 
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更新情報 スパン情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 愛知県 知立建設事務所 

路線名称 一般国道４１９号（複線０７） 

スパン 5237301563～5237301566 

更新内容 

＜以下の指定道路区分を変更＞ 

  
更新箇所 

更新前 

更新前 

折進先 

更新後 

更新後 
  

指定道路区分 重さ指定 非該当 

  
№ 項 目 内 容 
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更新情報 交差点情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 大阪市 

路線名称 大阪市道６号本線（築港深江線） 

交差点番号 5235044360 

更新内容 

＜以下の折進方向の進入禁止区分を変更＞ 

  
№ 進入側 当該交差点 折進先 更新前 更新後 

  
1 5235040862 5235044360 5235040864 進入禁止あり 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

進入禁止なし 

  
 

  



 

№ 項 目 内 容 
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更新情報 スパン情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 北陸地方整備局 長岡国道事務所 

路線名称 一般国道１７号本線 

スパン 5538360116～5538360149 

更新内容 

＜以下の指定道路区分を変更＞ 

  
更新箇所 

更新前 

更新前 

折進先 

更新後 

更新後 
  

指定道路区分 非該当 重さ＋高さ指定 

  
№ 項 目 内 容 

29 

更新情報 スパン情報 

更新日 令和２年６月５日 

管理者名 かすみがうら市 

路線名称 かすみがうら市道１０９号本線（市道０１０９号線） 

スパン 5440120033～5440120039 

更新内容 

＜以下の通行区分を変更＞ 

  
更新箇所 

更新前 

更新前 

折進先 

更新後 

更新後 
  

通行区分 両方向とも通行可能 仮登録 

  
 



オンライン申請システム道路情報便覧データの更新（一部）を行いました。
更新箇所は以下のとおりです。
なお、デジタル地図経路作成システムの「地図表示情報」や地図背景へは反映されませんのでご了承ください。

地整 路線番号 路線名 スパン番号
起点側交差点

番号
終点側交差点

番号
道路管理者 更新前 更新後

北海道開発局 一般都道府県道304号 紋別港線 66434200656643420068 6643420065 6643420068 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道304号 紋別港線 66434200686643420069 6643420068 6643420069 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道304号 紋別港線 66434200736643420465 6643420073 6643420465 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道304号 紋別港線 66434200786643420465 6643420465 6643420078 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道304号 紋別港線 66433300236643420342 6643420342 6643330023 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道304号 紋別港線 66433200126643330023 6643330023 6643320012 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道310号 花咲港線 64457400826445740086 6445740086 6445740082 北海道　釧路総合振興局　釧路建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道310号 花咲港線 64457400796445740082 6445740082 6445740079 北海道　釧路総合振興局　釧路建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道454号 小樽海岸公園線 64416008186441600821 6441600821 6441600818 北海道　後志総合振興局　小樽建設管理部 指定なし 高さ
北海道開発局 一般都道府県道454号 小樽海岸公園線 64416008186441600936 6441600818 6441600936 北海道　後志総合振興局　小樽建設管理部 指定なし 高さ
北海道開発局 一般都道府県道699号 室蘭港線 63403704016340370402 6340370401 6340370402 北海道　胆振総合振興局　室蘭建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道699号 室蘭港線 63403704026340370403 6340370402 6340370403 北海道　胆振総合振興局　室蘭建設管理部 重さ 重さ高さ
北海道開発局 一般都道府県道713号(1)中渚滑－紋別停車場線 66434200646643420066 6643420064 6643420066 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 指定なし 高さ
北海道開発局 一般都道府県道713号(1)中渚滑－紋別停車場線 66434200666643420311 6643420066 6643420311 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 指定なし 高さ
北海道開発局 一般都道府県道713号(1)中渚滑－紋別停車場線 66434200766643420311 6643420311 6643420076 北海道　オホーツク総合振興局　網走建設管理部 指定なし 高さ
東北地方整備局 一般国道45号 # 58413400355841340094 5841340035 5841340094 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道45号 # 58413400405841340094 5841340094 5841340040 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道45号 # 60410600086041060009 6041060008 6041060009 東北地方整備局　三陸国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道45号 # 60410600096041160009 6041060009 6041160009 東北地方整備局　三陸国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道45号(26) # 59412700065941270032 5941270032 5941270006 東北地方整備局　三陸国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道45号(26) # 59412700065941270007 5941270006 5941270007 東北地方整備局　三陸国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道45号(26) # 59412700075941270009 5941270007 5941270009 東北地方整備局　三陸国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403605005740360631 5740360500 5740360631 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403604945740360631 5740360631 5740360494 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403604945740361133 5740360494 5740361133 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403500675740361064 5740361064 5740350067 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403500675740350069 5740350067 5740350069 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403500195740350027 5740350027 5740350019 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403500055740350019 5740350019 5740350005 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403500045740350005 5740350005 5740350004 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403500045740350066 5740350004 5740350066 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号 # 57403500665740440039 5740350066 5740440039 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号(3) # 57403604935740360496 5740360496 5740360493 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道48号(3) # 57403604935740361133 5740360493 5740361133 東北地方整備局　仙台河川国道事務所 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 一般国道121号 # 56392705115639270530 5639270511 5639270530 福島県　会津若松建設事務所 指定なし 重さ高さ
東北地方整備局 主要地方道36号(3) 築館登米線 58410000515841000319 5841000051 5841000319 宮城県　北部土木事務所栗原地域事務所 指定なし 高さ
東北地方整備局 主要地方道12号 白石上山線 5740120189574012F001 574012F001 5740120189 山形県　村山総合支庁（本庁舎） 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 主要地方道12号 白石上山線 57401201615740120189 5740120189 5740120161 山形県　村山総合支庁（本庁舎） 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 指定市道60号 扇町２５号線 57403724185740372438 5740372438 5740372418 仙台市 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 指定市道60号 扇町２５号線 57403722825740372418 5740372418 5740372282 仙台市 重さ 重さ高さ
東北地方整備局 市町村道1043号 大野台幹線 60402200066040220086 6040220006 6040220086 北秋田市 指定なし 高さ
東北地方整備局 市町村道1043号 大野台幹線 60402200096040220086 6040220086 6040220009 北秋田市 指定なし 高さ
東北地方整備局 市町村道106号 渚滝尻線 55403606585540360664 5540360658 5540360664 いわき市 指定なし 高さ
東北地方整備局 市町村道106号 渚滝尻線 55403606645540370036 5540360664 5540370036 いわき市 指定なし 高さ
東北地方整備局 市町村道106号 渚滝尻線 55403700245540370036 5540370036 5540370024 いわき市 指定なし 高さ
関東地方整備局 一般国道17号 # 54394018455439401866 5439401845 5439401866 関東地方整備局　高崎河川国道事務所 指定なし 重さ高さ
関東地方整備局 一般国道20号 # 53383600045338360046 5338360004 5338360046 関東地方整備局　甲府河川国道事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般国道20号 # 5338360046533836F002 5338360046 533836F002 関東地方整備局　甲府河川国道事務所 重さ 重さ高さ

令和２年０６月０５日
特車運用事務局

道路情報便覧データ更新のお知らせ



地整 路線番号 路線名 スパン番号
起点側交差点

番号
終点側交差点

番号
道路管理者 更新前 更新後

関東地方整備局 一般国道118号 # 54406301685440630206 5440630206 5440630168 茨城県　常陸大宮土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般国道355号(1) # 54402201265440220305 5440220126 5440220305 茨城県　土浦土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般国道355号(1) # 54402203055440220310 5440220305 5440220310 茨城県　土浦土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般国道355号(1) # 54402203105440220312 5440220310 5440220312 茨城県　土浦土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般国道355号(1) # 54402203125440220391 5440220312 5440220391 茨城県　土浦土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般国道400号 # 5440630352544063F004 544063F004 5440630352 茨城県　常陸大宮土木事務所 指定なし 重さ高さ
関東地方整備局 一般国道118号 # 5440630358544063F004 5440630358 544063F004 那珂市 指定なし 重さ高さ
関東地方整備局 主要地方道7号 石岡筑西線 54402201265440220300 5440220126 5440220300 茨城県　土浦土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 主要地方道7号 石岡筑西線 54402203005440220301 5440220300 5440220301 茨城県　土浦土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 主要地方道7号 石岡筑西線 54402203015440220303 5440220301 5440220303 茨城県　土浦土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 主要地方道7号 石岡筑西線 54402101345440220549 5440220549 5440210134 茨城県　土浦土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 主要地方道10号 日立いわき線 55401500515540150151 5540150051 5540150151 茨城県　高萩工事事務所 指定なし 高さ
関東地方整備局 主要地方道10号 日立いわき線 55401500795540150151 5540150151 5540150079 茨城県　高萩工事事務所 指定なし 高さ
関東地方整備局 主要地方道51号 大町明科線 54375600915437560119 5437560091 5437560119 長野県　大町建設事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 主要地方道51号 大町明科線 54375601195437570007 5437560119 5437570007 長野県　大町建設事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般都道府県道256号 鹿島港潮来インター線 53407504355340750494 5340750494 5340750435 茨城県　潮来土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般都道府県道256号 鹿島港潮来インター線 53407500275340750435 5340750435 5340750027 茨城県　潮来土木事務所 重さ 重さ高さ
関東地方整備局 一般都道府県道314号 古戸館林線 54392301395439230166 5439230166 5439230139 群馬県　館林土木事務所 指定なし 高さ
関東地方整備局 一般都道府県道314号 古戸館林線 54392301395439230332 5439230139 5439230332 群馬県　館林土木事務所 指定なし 高さ
関東地方整備局 一般都道府県道314号 古戸館林線 54392301365439230332 5439230332 5439230136 群馬県　館林土木事務所 指定なし 高さ
関東地方整備局 一般都道府県道314号 古戸館林線 54392301265439230321 5439230321 5439230126 群馬県　館林土木事務所 指定なし 高さ
関東地方整備局 一般都道府県道291号 新田松本線 54372700405437270707 5437270040 5437270707 長野県　松本建設事務所 指定なし 高さ
関東地方整備局 一般都道府県道291号 新田松本線 54372701015437270707 5437270707 5437270101 長野県　松本建設事務所 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道140号 市道Ａ２４７０，Ａ２５０５ 54402203065440220391 5440220391 5440220306 石岡市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道140号 市道Ａ２４７０，Ａ２５０５ 54402201015440220289 5440220289 5440220101 石岡市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道2281号 ２２８１ 55401501515540150170 5540150151 5540150170 北茨城市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道2279号 ２－２７９号線 54395601345439560137 5439560134 5439560137 壬生町 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道2279号 ２－２７９号線 54395601375439560148 5439560137 5439560148 壬生町 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道2279号 ２－２７９号線 54395601485439560155 5439560148 5439560155 壬生町 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道2279号 ２－２７９号線 54395601555439560616 5439560155 5439560616 壬生町 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道2284号 ２－２８４号線 5439560149543956F022 5439560149 543956F022 壬生町 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道232号 下小泉吉田線 54392301365439230330 5439230136 5439230330 大泉町 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道232号 下小泉吉田線 54392301335439230330 5439230330 5439230133 大泉町 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道101号 ００－１０１号線 53405006425340501259 5340501259 5340500642 白井市 指定なし 重さ高さ
関東地方整備局 市町村道240号 旭２５号線 5338430192533843F009 5338430192 533843F009 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道240号 旭２５号線 533843F009533843F011 533843F009 533843F011 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道240号 旭２５号線 533843F011533843F013 533843F011 533843F013 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道240号 旭２５号線 533843F013533843F014 533843F013 533843F014 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道240号 旭２５号線 5338430014533843F014 533843F014 5338430014 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道273号 旭２５号線 5338430007533843F020 5338430007 533843F020 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道273号 旭２５号線 5338430143533843F020 533843F020 5338430143 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道273号 旭２５号線 5338430011533843F024 5338430011 533843F024 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道273号 旭２５号線 533843F024533843F027 533843F024 533843F027 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道273号 旭２５号線 5338430014533843F027 533843F027 5338430014 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道9040号 大草４０号線 5338430143533843F018 5338430143 533843F018 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道9040号 大草４０号線 533843F012533843F018 533843F018 533843F012 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道9040号 大草４０号線 5338430141533843F012 533843F012 5338430141 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道9040号 大草４０号線 5338430141533843F010 5338430141 533843F010 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道9040号 大草４０号線 5338430007533843F010 533843F010 5338430007 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道10041号 韮崎市道（龍岡）４１号線 5338430010533843F025 5338430010 533843F025 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道10044号 韮崎市道（龍岡）４４号線 53384300105338430317 5338430317 5338430010 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道10064号 龍岡６４号線 5338430011533843F021 5338430011 533843F021 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道10064号 龍岡６４号線 533843F003533843F021 533843F021 533843F003 韮崎市 指定なし 高さ
関東地方整備局 市町村道10064号 龍岡６４号線 533843F003533843F025 533843F003 533843F025 韮崎市 指定なし 高さ
北陸地整整備局 一般国道8号 # 55373401105537340275 5537340110 5537340275 北陸地方整備局　富山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
北陸地整整備局 一般国道8号 # 55373400785537340275 5537340275 5537340078 北陸地方整備局　富山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
北陸地整整備局 一般国道17号 # 5538360116553836F004 553836F004 5538360116 北陸地方整備局　長岡国道事務所 重さ 重さ高さ
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北陸地整整備局 一般国道17号 # 55383601165538360149 5538360116 5538360149 北陸地方整備局　長岡国道事務所 指定なし 重さ高さ
北陸地整整備局 一般国道17号 # 55386701745538670198 5538670174 5538670198 北陸地方整備局　長岡国道事務所 重さ 重さ高さ
北陸地整整備局 一般国道160号 # 55364700515536470532 5536470051 5536470532 北陸地方整備局　金沢河川国道事務所 重さ 重さ高さ
北陸地整整備局 一般国道160号 # 55364701915536470532 5536470532 5536470191 北陸地方整備局　金沢河川国道事務所 重さ 重さ高さ
北陸地整整備局 一般国道160号 # 55364701915536470224 5536470191 5536470224 北陸地方整備局　金沢河川国道事務所 重さ 重さ高さ
北陸地整整備局 一般国道113号 # 57391301015739130262 5739130101 5739130262 新潟県　村上地域整備部 指定なし 重さ高さ
北陸地整整備局 主要地方道1号 富山魚津線 55371100425537110137 5537110042 5537110137 富山県　富山土木センター 指定なし 高さ
北陸地整整備局 主要地方道1号 富山魚津線 55371101375537110226 5537110137 5537110226 富山県　富山土木センター 指定なし 高さ
中部地方整備局 一般国道419号(8) # 52373015635237301570 5237301563 5237301570 愛知県　知立建設事務所 指定なし 重さ高さ
中部地方整備局 一般国道477号(8) # 52364406995236440703 5236440699 5236440703 三重県　四日市建設事務所 指定なし 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道8号 # 53366104315336610451 5336610451 5336610431 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道8号 # 53366104235336610431 5336610431 5336610423 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52355300555235630083 5235530055 5235630083 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52356200225235630083 5235630083 5235620022 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52356100465235610134 5235610046 5235610134 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52356101345235710017 5235610134 5235710017 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52357102505235710252 5235710250 5235710252 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52357100455235710252 5235710252 5235710045 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 5235710448523571F002 523571F002 5235710448 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52357102625235710448 5235710448 5235710262 近畿地方整備局　京都国道事務所 指定なし 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52357002625235710192 5235710192 5235700262 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52357002235235700262 5235700262 5235700223 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道9号 # 52357000475235700223 5235700223 5235700047 近畿地方整備局　福知山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道24号 # 51353302155135340346 5135340346 5135330215 近畿地方整備局　和歌山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 一般国道24号 # 51353300915135330215 5135330215 5135330091 近畿地方整備局　和歌山河川国道事務所 重さ 重さ高さ
近畿地方整備局 主要地方道16号(1) 和歌山港線 51352110895135211337 5135211337 5135211089 和歌山県　海草振興局 指定なし 重さ高さ
中国地方整備局 一般国道2号 # 51321000155132100076 5132100076 5132100015 中国地方整備局　山口河川国道事務所 指定なし 重さ高さ
中国地方整備局 一般都道府県道380号 水呑－手城線 51335312475133531251 5133531251 5133531247 広島県　東部建設事務所 重さ 重さ高さ
中国地方整備局 一般都道府県道380号 水呑－手城線 51335312435133531247 5133531247 5133531243 広島県　東部建設事務所 重さ 重さ高さ
中国地方整備局 一般都道府県道380号 水呑－手城線 51335312415133531243 5133531243 5133531241 広島県　東部建設事務所 重さ 重さ高さ
中国地方整備局 一般都道府県道380号 水呑－手城線 51335312395133531241 5133531241 5133531239 広島県　東部建設事務所 重さ 重さ高さ
中国地方整備局 一般都道府県道164号 広島海田線 51324304945132438191 5132438191 5132430494 広島市 指定なし 高さ
中国地方整備局 一般都道府県道164号 広島海田線 51324304695132430494 5132430494 5132430469 広島市 指定なし 高さ
中国地方整備局 一般都道府県道164号 広島海田線 51324326365132432675 5132432675 5132432636 広島市 指定なし 高さ
中国地方整備局 一般都道府県道164号 広島海田線 51324326365132440745 5132432636 5132440745 広島市 指定なし 高さ
中国地方整備局 指定市道243号 南１区９３号線 51324415705132441606 5132441570 5132441606 広島市 指定なし 高さ
四国地方整備局 一般国道195号 # 50346400245034640085 5034640024 5034640085 徳島県　南部総合県民局那賀庁舎 重さ 重さ高さ
四国地方整備局 一般国道195号 # 50346300105034640085 5034640085 5034630010 徳島県　南部総合県民局那賀庁舎 重さ 重さ高さ
四国地方整備局 一般都道府県道247号 仁井田竹中線 50332403585033242211 5033240358 5033242211 高知県　高知土木事務所 重さ 重さ高さ
四国地方整備局 市町村道1012号 鳥生大浜八町線 51330000615133000260 5133000061 5133000260 今治市 重さ 高さ
九州地方整備局 一般国道3号(29) # 48300101864830120239 4830120239 4830010186 九州地方整備局　鹿児島国道事務所 指定なし 重さ高さ
九州地方整備局 一般国道34号(5) # 49306000624930600204 4930600062 4930600204 九州地方整備局　佐賀国道事務所 指定なし 重さ高さ
九州地方整備局 一般国道384号 # 49295500684929550379 4929550068 4929550379 長崎県　県北振興局 重さ 重さ高さ
九州地方整備局 一般国道384号 # 49295500734929550379 4929550379 4929550073 長崎県　県北振興局 重さ 重さ高さ
九州地方整備局 主要地方道41号 鹿島嬉野線 49305000284930500150 4930500150 4930500028 佐賀県　杵藤土木事務所 指定なし 高さ
九州地方整備局 主要地方道48号 日田玖珠線 4930770048493077F006 4930770048 493077F006 大分県　日田土木事務所 指定なし 高さ
九州地方整備局 一般都道府県道109号 飯野松山都城線 47312002604731200262 4731200262 4731200260 鹿児島県　大隅地域振興局 指定なし 重さ高さ
九州地方整備局 市町村道1号 大黒町麹屋町線 49290606084929070268 4929060608 4929070268 長崎市 指定なし 高さ
九州地方整備局 市町村道1号 大黒町麹屋町線 49290702664929070268 4929070268 4929070266 長崎市 指定なし 高さ
九州地方整備局 市町村道1号 大黒町麹屋町線 49290700314929070266 4929070266 4929070031 長崎市 指定なし 高さ
九州地方整備局 市町村道6号 中核工業団地１号線 49301002354930100236 4930100236 4930100235 諫早市 指定なし 高さ
九州地方整備局 市町村道6号 中核工業団地１号線 49301002334930100235 4930100235 4930100233 諫早市 指定なし 高さ
九州地方整備局 市町村道743号 谷山港８号線 47301400334730140041 4730140041 4730140033 鹿児島市 指定なし 高さ
沖縄総合事務局 一般国道331号 # 39272529263927252938 3927252938 3927252926 沖縄総合事務局　南部国道事務所 指定なし 重さ高さ
沖縄総合事務局 一般国道331号 # 39272522293927252926 3927252926 3927252229 沖縄総合事務局　南部国道事務所 指定なし 重さ高さ
沖縄総合事務局 一般国道331号(10) # 39272529263927252937 3927252926 3927252937 沖縄総合事務局　南部国道事務所 指定なし 重さ高さ


