
※概ね5年以内に供用予定も含む

路線
番号

路線名 起点側 終点側

E6 常磐自動車道 守谷市県境（千葉県）から 北茨城市県境（福島県）まで

E50 北関東自動車道 筑西市県境（栃木県）から 水戸市元石川町　（水戸南IC）まで

E51 東関東自動車道水戸線 潮来市県境（千葉県）から 潮来市延方　（潮来IC）まで

〃 鉾田市飯名　（鉾田IC）から 東茨城郡茨城町越安　（茨城町JCT）まで

〃（潮来IC～鉾田IC供用から） 潮来市延方　（潮来IC）から 鉾田市飯名　（鉾田IC）まで

C4 首都圏中央連絡自動車道 猿島郡五霞町県境（埼玉県）から 稲敷郡河内町県境（千葉県）まで

E50 東水戸道路 水戸市元石川町　（水戸南IC）から ひたちなか市部田野　（ひたちなかIC）まで

E50 常陸那珂有料道路 ひたちなか市新光町　（ひたち海浜公園IC）から ひたちなか市部田野　（ひたちなかIC）まで

354 水海道有料道路
常総市豊岡町細野中　主要地方道取手豊岡線交差か
ら

常総市小山戸町　一般県道谷和原筑西線交差まで

66 日立有料道路 日立市助川町　（日立中央IC）から 日立市白銀町3丁目　主要地方道日立山方線交差まで

4 国道4号 猿島郡五霞町県境（埼玉県）から 古河市県境（栃木県）まで

〃 古河市県境（埼玉県）から 古河市県境（栃木県）まで

〃 結城市県境（栃木県）から 結城市県境（栃木県）まで

6 国道6号 取手市県境（千葉県）から 北茨城市県境（福島県）まで

〃 つくば市西大井　国道408号交差（大井北交差点）から
土浦市西根南3丁目　主要地方道土浦つくば線交差
（中村西根交差点）まで

〃 水戸市酒門町　国道50号交差（酒門町交差点）から 水戸市元石川町　北関東自動車道（水戸南IC）まで

〃 日立市旭町3丁目　国道245号交差（旭町交差点）から 日立市東滑川町3丁目　国道6号交差まで

50 国道50号 結城市県境（栃木県）から
水戸市三の丸1丁目　国道51号交差（水戸駅前交差
点）まで

〃
水戸市大塚町　国道50号交差（大塚池の端交差点）か
ら

水戸市酒門町　国道6号交差（酒門町交差点）まで

51 国道51号 稲敷市県境（千葉県）から
水戸市三の丸1丁目国道50号交差（水戸駅前交差点）
まで

118 国道118号
水戸市末広町1丁目　一般県道上水戸停車場千波公
園線交差（末広町1丁目交差点）から

久慈郡大子町県境（福島県）まで

〃
水戸市大町3丁目　国道118号交差（大町3丁目交差
点）から

水戸市金町1丁目　国道118号交差（気象台前交差点）
まで

〃（袋田バイパス供用から） 久慈郡大子町袋田　国道118号交差から 久慈郡大子町北田気　国道118号交差まで

123 国道123号 常陸大宮市県境（栃木県）から 常陸大宮市野口　常陸大宮市道交差まで

〃
常陸大宮市野口　主要地方道常陸大宮御前山線交差
（野口交差点）から

水戸市袴塚3丁目　国道118号交差まで

124 国道124号 神栖市県境（千葉県）から 鹿嶋市宮中　国道51号交差（消防署南交差点）まで

125 国道125号 稲敷市西代　国道51号交差（北田交差点）から 土浦市中　国道6号交差（中村陸橋下交差点）まで

〃
土浦市若松町　主要地方道土浦笠間線交差（若松町
交差点）から

古河市旭町2丁目　国道125号交差まで

第1次緊急輸送道路

（高速自動車国道）

（有料道路）

（一般国道自動車専用道路）

（一般国道）
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〃（古河拡幅供用まで） 古河市旭町2丁目　国道125号交差から 古河市旭町1丁目　国道4号交差（三杉町交差点）まで

〃（古河拡幅供用から） 古河市旭町2丁目　国道125号交差から 古河市三杉町　国道4号交差まで

245 国道245号 水戸市塩崎　国道51号交差（塩崎交差点）から
日立市鹿島町2丁目　国道6号交差（国道245号入口交
差点）まで

293 国道293号 日立市留町　国道245号交差（留町交差点）から 常陸太田市幡町　常陸太田市道交差まで

〃 常陸太田市久米町　国道293号交差から 常陸大宮市県境（栃木県）まで

〃（常陸太田東バイパス供用まで）
常陸太田市山下町　国道349号交差（三才町交差点）
から

常陸太田市久米町　国道293号交差まで

〃（常陸太田東バイパス供用から） 常陸太田市瑞龍町　国道349号交差から 常陸太田市久米町　国道293号交差まで

294 国道294号
取手市白山1丁目　国道6号交差（国道294号入口交差
点）から

筑西市県境（栃木県）まで

349 国道349号 水戸市梅香２丁目　主要地方道水戸神栖線交差から 常陸太田市県境（福島県）まで

354 国道354号 古河市県境（埼玉県）から
猿島郡境町塚崎　一般県道境間々田線交差（境特別
支援北交差点）まで

〃
猿島郡境町塚崎　一般県道境間々田線交差（塚崎南
交差点）から

坂東市上出島　坂東市道交差（上出島交差点）まで

〃 猿島郡境町猿山　主要地方道結城野田線交差から
猿島郡境町蛇池　首都圏中央連絡自動車道（境古河
IC）まで

〃 坂東市岩井　一般県道中里坂東線交差から 常総市豊岡町　主要地方道取手豊岡線交差まで

〃 常総市小山戸町　一般県道谷和原筑西線交差から 土浦市中　国道6号交差（中村陸橋下交差点）まで

〃
土浦市若松町　主要地方道土浦笠間線交差（若松町
交差点）から

鉾田市汲上　国道51号交差（大洋総合支所入口交差
点）まで

〃（（仮） つくばみらいSIC供用から） 常総市新井木町　国道294号交差（新井木交差点）から
常総市新井木町　一般県道下妻常総線交差（大和橋
北交差点）まで

〃（境岩井バイパス供用開始から）
猿島郡境町蛇池　首都圏中央連絡自動車道（境古河
IC）から

坂東市伏木　国道354号交差まで

355 国道355号 潮来市永山　国道51号交差（永山交差点）から
石岡市東石岡1丁目　国道6号交差（山王台交差点）ま
で

〃
石岡市正上内　主要地方道石岡筑西線交差（正上内
交差点）から

石岡市正上内　一般県道上吉影岩間線交差（石岡小
美玉IC入口交差点）まで

〃
石岡市国府7丁目　国道6号交差（恋瀬橋北交差点）か
ら

笠間市石井　主要地方道宇都宮笠間線交差（石井交
差点）まで

356 国道356号
千葉県銚子市　一般県道銚子波崎線交差（利根かもめ
大橋交差点）から

千葉県香取市　主要地方道成田小見川鹿島港線交差
（小見川大橋入口交差点）まで

408 国道408号 稲敷郡河内町県境（千葉県）から つくば市田中　国道125号交差（田中交差点）まで

461 国道461号 久慈郡大子町県境（栃木県）から
久慈郡大子町池田　国道118号交差（湯の里大橋交差
点）まで

〃
久慈郡大子町袋田　国道118号交差（袋田の滝入口交
差点）から

日立市伊師　国道6号交差（国道461号入口交差点）ま
で

1 宇都宮笠間線 笠間市県境（栃木県）から 笠間市石井　国道50号交差（石井交差点）まで

2 水戸鉾田佐原線 水戸市塩崎町　国道51号交差から
東茨城郡大洗町大貫町　国道51号交差（大洗サンビー
チ入口交差点）まで

〃 鉾田市滝浜　国道51号交差から
鉾田市塔ケ崎　主要地方道小川鉾田線交差（塔ケ崎交
差点）まで

〃（東関東自動車道水戸線（潮来IC
～鉾田IC）供用から）

行方市麻生　主要地方道水戸神栖線交差（一丁窪北
交差点）から

行方市麻生　国道355号交差（麻生交差点）まで

5 竜ヶ崎潮来線 稲敷市角崎　国道408号交差（角崎交差点）から 稲敷市幸田　国道125号交差（幸田交差点）まで

7 石岡筑西線
石岡市旭台1丁目　国道6号交差（旭台1丁目交差点）
から

筑西市茂田　筑西市道交差まで

8 小川鉾田線 小美玉市田木谷　国道355号交差（田木谷交差点）から
小美玉市中延　主要地方道玉里水戸線交差（横町交
差点）まで

〃
小美玉市与沢　一般県道大和田羽生線交差（茨城空
港南交差点）から

鉾田市塔ケ崎　主要地方道水戸鉾田佐原線交差（塔ケ
崎交差点）まで

（主要地方道）
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12 那須烏山御前山線 常陸大宮市野口　常陸大宮市道交差から
常陸大宮市野口　主要地方道常陸大宮御前山線交差
（野口交差点）まで

14 筑西つくば線 筑西市東榎生  筑西市道交差から 筑西市上川中子 筑西市道交差まで

16 大洗友部線
東茨城郡茨城町中央工業団地　主要地方道玉里水戸
線交差（中央工業団地北交差点）から

笠間市仁古田　主要地方道石岡城里線交差まで

〃
笠間市平町　国道355号交差（宍戸小学校前交差点）
から

笠間市平町　国道355号交差（友部IC入口交差点）まで

〃（大洗友部線バイパス供用から） 東茨城郡茨城町小鶴　国道6号（小鶴西交差点）から
東茨城郡茨城町中央工業団地　主要地方道玉里水戸
線交差（中央工業団地北交差点）まで

17 結城野田線 猿島郡境町猿山　国道354号交差から
猿島郡境町境新吉町　国道354号交差（道の駅さかい
前交差点）まで

18 茨城鹿島線
東茨城郡茨城町奥谷　主要地方道大洗友部線交差
（奥谷交差点）から

鉾田市紅葉　一般県道紅葉石岡線交差（紅葉北交差
点）まで

〃 鉾田市飯名　一般県道鉾田茨城線交差から
鉾田市塔ヶ崎　主要地方道水戸鉾田佐原線交差（塔ヶ
崎坂上交差点）まで

19 取手つくば線 つくば市谷田部　常磐自動車道（谷田部IC）から
つくば市柳橋　首都圏中央連絡自動車道（つくば中央
IC）まで

〃（（仮）つくばみらいSIC供用から） 取手市清水　国道6号交差（酒詰交差点）から つくばみらい市谷井田　一般県道常総取手線交差まで

20 結城坂東線（バイパス供用開始から） 坂東市弓田　首都圏中央連絡自動車道（坂東IC）から 坂東市岩井　国道354交差まで

22 北茨城大子線
北茨城市磯原町本町3丁目　国道6号交差（磯原町交
差点）から

北茨城市磯原町豊田　主要地方道北茨城インター線
交差（北茨城I.C南交差点）まで

24 土浦境線
つくば市天王台1丁目　主要地方道土浦つくば線交差
（柴崎交差点）から

つくば市西平塚　国道408号交差（西平塚交差点）まで

34 竜ヶ崎阿見線 牛久市久野町　主要地方道竜ヶ崎阿見線交差から 稲敷郡阿見町追原　国道125号交差（追原交差点）まで

〃（バイパス供用開始まで） 牛久市正直町　国道408号交差（正直町交差点）から 牛久市久野町　主要地方道竜ヶ崎阿見線交差まで

〃（バイパス供用開始から） 牛久市島田町　国道408号交差から 牛久市久野町　主要地方道竜ヶ崎阿見線交差まで

36 日立山方線
日立市宮田町2丁目　国道6号交差（桐木田交差点）か
ら

日立市白銀町3丁目　日立有料道路交差（日立中央IC
入口交差点）まで

38 那珂湊那珂線
ひたちなか市峰後　国道245号交差（関戸北交差点）か
ら

那珂市豊喰　国道118号交差まで

40 内原塩崎線 水戸市鯉淵町　主要地方道石岡城里線交差から
東茨城郡茨城町長岡　国道6号交差（長岡立体交差
点）まで

43 茨城岩間線
東茨城郡茨城町奥谷　主要地方道大洗友部線交差
（奥谷交差点）から

東茨城郡茨城町奥谷　国道6号交差（奥谷立体交差
点）まで

〃
東茨城郡茨城町小幡　国道6号交差（小幡南交差点）
から

笠間市押辺　国道355号交差まで

45
つくば真岡線（（仮）つくばSIC供用か
ら）

つくば市真瀬　国道354号交差（真瀬入口交差点）から つくば市島名　一般県道土浦坂東線交差まで

48 土浦竜ヶ崎線
土浦市小松3丁目　国道125号交差（小松坂下交差点）
から

土浦市右籾町　国道125号交差まで

〃
稲敷郡阿見町小池　首都圏中央連絡自動車道（牛久
阿見IC）から

牛久市岡見町　国道408号交差（岡見下宿交差点）まで

49 江戸崎新利根線 稲敷市佐倉　国道125号交差（姥神交差点）から 稲敷市松山　国道408号交差（松山交差点）まで

50 水戸神栖線
水戸市千波町　国道50号交差（サントル千波交差点）か
ら

水戸市米沢町　国道50号交差（米沢町交差点）まで

〃 水戸市常磐町　水戸市道交差から 水戸市梅香２丁目　国道349号交差まで

〃 潮来市須賀　国道51号交差（須賀交差点）から 神栖市筒井　国道124号交差（平泉交差点）まで

〃（東関東自動車道水戸線（潮来IC
～鉾田IC供用から）

行方市麻生　主要地方道水戸鉾田佐原線交差（一丁
窪北交差点）から

行方市石神　行方市道交差まで

52 石岡城里線 水戸市鯉淵町　主要地方道内原塩崎線交差から
水戸市中原町　国道50号交差（内原跨線橋北交差点）
まで

55 土浦つくば線
土浦市中村南4丁目　国道6号交差（学園東大通り入口
交差点）から

土浦市西根南3丁目　国道6号交差（中村西根交差点）
まで

57 常陸那珂港南線
ひたちなか市阿字ケ浦町　主要地方道常陸那珂港山
方線交差（常陸那珂港IC）から

ひたちなか市新光町　常陸那珂有料道路交差（ひたち
海浜公園IC）まで

59 玉里水戸線 小美玉市中延　主要地方道小川鉾田線交差から
小美玉市中延　一般県道紅葉石岡線交差（中延北交
差点）まで
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〃
東茨城郡茨城町中央工業団地　北関東自動車道（茨
城町西IC）から

水戸市高田町　主要地方道内原塩崎線交差（高田十
字路交差点）まで

62 常陸那珂港山方線
ひたちなか市阿字ケ浦町　主要地方道常陸那珂港南
線交差（常陸那珂港IC）から

東海村照沼　国道245号交差（常陸那珂港区入口）まで

〃
那珂郡東海村石神外宿　国道6号交差（二軒茶屋交差
点）から

那珂郡東海村石神外宿　東海村道交差まで

64 土浦笠間線 石岡市宇治会　石岡市道交差（宇治会交差点）から 笠間市福原　国道50号交差まで

65 那珂インター線 那珂市飯田　国道118号交差（下新田交差点）から 那珂市福田　常磐自動車道（那珂IC）まで

67 高萩インター線 高萩市高戸　国道6号交差（高戸交差点）から 高萩市上手綱　常磐自動車道（高萩IC）まで

69 北茨城インター線
北茨城市磯原町豊田　主要地方道北茨城大子線交差
（北茨城IC南交差点）から

北茨城市磯原町豊田　常磐自動車道（北茨城IC）まで

101 潮来佐原線 潮来市洲崎　国道51号交差（洲崎交差点）から 潮来市延方　主要地方道水戸神栖線交差まで

103 江戸崎下総線 稲敷市桑山　主要地方道竜ケ崎潮来線交差から
稲敷市桑山　首都圏中央連絡自動車道（稲敷東IC）ま
で

105 友部内原線 笠間市東平3丁目　一般県道杉崎友部線交差から 水戸市五平町　水戸市道交差（五平東交差点）まで

110 鉾田茨城線 鉾田市飯名 主要地方道茨城鹿島線交差から 鉾田市飯名　東関東自動車道（鉾田IC）まで

123
土浦坂東線（（仮）つくばSIC供用か
ら）

つくば市島名　首都圏中央連絡自動車道（（仮）つくば
SIC）から

つくば市島名　主要地方道つくば真岡線交差まで

130
常総取手線（（仮）つくばみらいSIC供
用から）

常総市新井木町　国道354号交差（大和橋北交差点）
から

つくばみらい市谷井田　主要地方道取手つくば線交差
まで

138 石岡つくば線 石岡市月岡　一般県道月岡真壁線交差から
土浦市大志戸　一般県道小野土浦線交差（朝日トンネ
ル南交差点）まで

144 紅葉石岡線
鉾田市紅葉　主要地方道茨城鹿島線交差（紅葉北交
差点）から

小美玉市中延　主要地方道玉里水戸線交差（中延北
交差点）まで

145 上吉影岩間線 小美玉市竹原　小美玉市道交差から
石岡市正上内　国道355号交差（石岡小美玉IC入口交
差点）まで

150 月岡真壁線 石岡市月岡　一般県道石岡つくば線交差から 石岡市小幡　主要地方道笠間つくば線交差まで

169 菅谷小原内水戸線
那珂市菅谷堀之内　国道349号交差（堀之内交差点）
から

那珂市後台　那珂市道交差（後台駒潜交差点）まで

180 長岡水戸線 水戸市東野町　国道6号交差（東野町交差点）から 水戸市吉沢町　水戸市道交差（吉沢交差点）まで

181 宮ヶ崎小幡線
東茨城郡茨城町鳥羽田坂東　主要地方道茨城鹿島線
交差（鳥羽田交差点）から

東茨城郡茨城町小幡　国道6号交差（小幡南交差点）ま
で

190 境間々田線 猿島郡境町塚崎　国道354号交差（塚崎南交差点）から
猿島郡境町塚崎　国道354号交差（境特別支援北交差
点）まで

193 杉崎友部線 笠間市東平３丁目　一般県道友部内原線交差から 笠間市平町　一般県道平友部停車場線交差まで

199 小野土浦線
土浦市大志戸　一般県道石岡つくば線交差（朝日トン
ネル南交差点）から

土浦市大畑　国道125号交差まで

201 藤沢荒川沖線 つくば市下大島　国道125号交差から つくば市桜　つくば市道交差まで

239 粟生木崎線
鹿嶋市粟生　一般県道鹿島港線交差（粟生交差点）か
ら

神栖市居切　一般県道鹿島港潮来インター線交差まで

255 鹿島港線 鹿嶋市平井　鹿嶋市道交差から 鹿嶋市明石　国道51号交差（スタジアム北交差点）まで

256 鹿島港潮来インター線 神栖市居切　一般県道粟生木崎線交差から
神栖市掘割3丁目　国道124号交差（掘割川交差点）ま
で

263 土浦港線 土浦市川口2丁目　土浦市道交差から 土浦市川口2丁目　土浦市道交差まで

281 平友部停車場線 笠間市橋爪　笠間市道交差（橋爪はなさか交差点）から 笠間市平町　一般県道杉崎友部線交差まで

342 上水戸停車場千波公園線
水戸市末広町1丁目　国道118号交差（末広町1丁目交
差点）から

水戸市大工町1丁目　国道50号交差（大工町交差点）ま
で

359 茨城空港線 茨城空港から 小美玉市野田　一般県道紅葉石岡線交差まで

360 大和田羽生線
小美玉市外之内　一般県道茨城空港線交差（茨城空
港前交差点）から

行方市羽生　国道355号交差まで

（一般県道）
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水戸市道幹線3号線 水戸市梅香１丁目　主要地方道水戸神栖線交差から 水戸市米沢町　国道50号交差（米沢町交差点）まで

水戸市道幹線3号線
水戸市米沢町　主要地方道水戸神栖線交差（米沢町
東交差点）から

水戸市吉沢町　一般県道長岡水戸線交差（吉沢交差
点）まで

水戸市道上市198号線
水戸市大町３丁目　国道118号交差（大町3丁目交差
点）から

水戸市南町３丁目　国道50号交差（南町3丁目交差点）
まで

水戸市道内原7-58号線 水戸市内原町　主要地方道石岡城里線交差から
水戸市五平町　一般県道友部内原線交差（五平束交
差点）まで

土浦市道Ⅰ-11号線 土浦市川口２丁目　一般県道土浦港線交差から
土浦市木田余町4区　国道354号交差（木田余跨線橋
東交差点）まで

土浦市道Ⅰ-22号線
土浦市小松１丁目　国道125号交差（小松坂下交差点）
から

土浦市川口２丁目　一般県道土浦港線交差まで

石岡市道A2485号線
石岡市正上内　一般県道上吉影岩間線交差（石岡小
美玉IC入口交差点）から

石岡市正上内　常磐自動車道（石岡小美玉SIC）まで

石岡市道B101号線 石岡市小幡　主要地方道笠間つくば線から
石岡市宇治会　主要地方道土浦笠間線（宇治会交差
点）まで

石岡市道B3760号線（上曽トンネル
供用から）

石岡市上曽　主要地方道石岡筑西線交差から 石岡市境（桜川市）まで

常陸太田市道5273号線
常陸太田市内堀町　国道349号交差（内堀町東交差
点）から

常陸太田市幡町　国道293号交差まで

笠間市道（友） 2121号線
笠間市平町　国道355号交差（宍戸小学校前交差点）
から

笠間市橋爪　一般県道平友部停車場線交差（橋爪はな
さか交差点）まで

笠間市道（友）Ⅰ－9号線 笠間市湯崎　笠間市道交差から 笠間市仁古田　主要地方道石岡城里線交差まで

笠間市道（友）4159号線 笠間市湯崎　笠間市道交差から 笠間市湯崎　常磐自動車道（友部SIC）まで

笠間市道（友）4168号線 笠間市長兎路　笠間市道交差から 笠間市長兎路　常磐自動車道（友部SIC）まで

取手市道0114号線
取手市白山8丁目　国道294号交差（白山７丁目交差
点）から

取手市桑原 国道6号交差（桑原交差点）まで

つくば市道1014号線
つくば市天王台１丁目　主要地方道土浦つくば線交差
（柴崎交差点）から

つくば市桜2丁目　一般県道藤沢荒川沖線交差まで

ひたちなか市道1級2号線，1級22号
線

ひたちなか市境（那珂市）から ひたちなか市新光町　国道245号交差まで

鹿嶋市道0210号線 鹿嶋市平井　一般県道鹿島港線交差から 鹿嶋市平井　（鹿島港）臨港道路交差まで

常陸大宮市道60382号線 常陸大宮市野口　国道123号交差から
常陸大宮市野口　主要地方道那須烏山御前山線交差
まで

那珂市道6-17号線
那珂市後台　一般県道菅谷小原内水戸線（後台駒潜
交差点）から

那珂市飯田　主要地方道那珂インター線交差（飯田押
敷交差点）まで

那珂市道6-18号線 那珂市境（ひたちなか市）から 那珂市菅谷　国道349号交差（堀之内交差点）まで

筑西市道 下5B-687号線,協111号線 筑西市蓮沼  国道50号交差から 筑西市茂田  主要地方道石岡筑西線交差まで

筑西市道下5B-811号線,下5B-825
号線

筑西市茂田  主要地方道石岡筑西線交差から
筑西市上川中子 主要地方道筑西つくば線交差（筑西
大橋）まで

筑西市道下5B-851号線,下5B-588
号線,下5B-326号線

筑西市東榎生  主要地方道筑西つくば線交差（筑西大
橋）から

筑西市一本松  国道294号線交差まで

坂東市道岩一級15号線 坂東市上出島　国道354号交差（上出島交差点）から 坂東市岩井　一般県道中里坂東線交差まで

桜川市道M2753号線（上曽トンネル
供用から）

桜川市真壁町山尾　主要地方道石岡筑西線交差（真
壁消防署前交差点）から

桜川市境（石岡市）まで

行方市道（麻）1-17号線（東関東自
動車道水戸線（潮来IC～鉾田IC供
用から）

行方市石神　主要地方道水戸神栖線交差から
行方市石神　東関東自動車道水戸線（（仮）麻生IC）ま
で

小美玉市道小10916号線
小美玉市竹原　小美玉市道交差（竹原中郷交差点）か
ら

小美玉市野田　一般県道紅葉石岡線交差まで

東海村道1009号線,1015号線,1016
号線,1019号線,1023号線,1413号
線,1415号線

那珂郡東海村石神外宿　主要地方道常陸那珂港山線
交差から

常磐自動車道（東海SIC）まで

（茨城港常陸那珂港区）臨港道路4
号線

東海村照沼　主要地方道常陸那珂港山方線交差から
東海村照沼　（茨城港常陸那珂港区）臨港道路交差ま
で

（茨城港常陸那珂港区）臨港道路5
号線

東海村照沼　（茨城港常陸那珂港区）臨港道路交差か
ら

茨城港常陸那珂港区まで

（市町村道）

（臨港道路）
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（茨城港大洗港区）第３ふ頭道路
（Ｂ，C，Ｄ）

大洗町港中央　主要地方道水戸鉾田佐原線交差から 茨城港大洗港区まで

（茨城港日立港区）臨港道路4号線 日立市みなと町　国道245号交差から 茨城港日立港区まで

（鹿島港）外港公共１号線 鹿嶋市平井　鹿嶋市道交差から 鹿島港まで
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