
※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

68 若草大橋有料道路
北相馬郡利根町加納新田　主要地方道取手東線交差
から

北相馬郡利根町県境（千葉県）まで

198 利根かもめ大橋有料道路 神栖市県境（千葉県）から 神栖市谷田部東海　国道124号交差まで

〃
千葉県銚子市　国道356号交差（利根かもめ大橋交差
点）から

神栖市県境（千葉県）まで

125 国道125号
稲敷郡阿見町青宿　主要地方道竜ケ崎阿見線交差
（阿見坂下交差点）から

土浦市大和町　主要地方道土浦境線交差まで

〃
土浦市立田町　国道354号交差（亀城公園北交差点）
から

土浦市若松町　主要地方道土浦笠間線交差（若松町
交差点）まで

354 国道354号 坂東市上出島　坂東市道交差（上出島交差点）から 常総市新井木町　国道294号交差（新井木交差点）まで

〃 土浦市中　国道6号交差（中村陸橋下交差点）から
土浦中央1丁目　国道125号交差（亀城公園北交差点）
まで

〃（（仮）つくばみらいSIC供用まで） 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

355 国道355号 潮来市牛堀　国道51号交差（山下交差点）から 潮来市堀之内　一般県道繁昌潮来線交差まで

〃 笠間市橋爪　主要地方道大洗友部線交差から
笠間市平町　主要地方道大洗友部線交差（宍戸小学
校交差点）まで

356 国道356号
千葉県香取市小見川　主要地方道成田小見川鹿島港
線交差から

千葉県香取市八日市場　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

2 水戸鉾田佐原線
鉾田市鉾田　主要地方道茨城鹿島線交差（中根交差
点）から

鉾田市鉾田　主要地方道小川鉾田線交差まで

〃
鉾田市塔ケ崎　主要地方道小川鉾田線交差（塔ケ崎交
差点）から

行方市麻生　国道355号交差（麻生交差点）まで

3 つくば野田線
つくばみらい市小絹　国道294号交差（小絹東交差点）
から

坂東市県境（千葉県）まで

4 千葉竜ヶ崎線 北相馬郡利根町県境（千葉県）から
龍ケ崎市馴柴町　主要地方道竜ケ崎潮来線交差（馴柴
東交差点）まで

5 竜ヶ崎潮来線
龍ケ崎市馴柴町　主要地方道土浦竜ヶ崎線交差（馴柴
東交差点）から

龍ケ崎市大徳町　一般県道河内竜ヶ崎線交差（大徳交
差点）まで

6 水戸那珂湊線
ひたちなか市峰後　国道245号交差（関戸北交差点）か
ら

ひたちなか市湊本町　一般県道那珂湊大洗線交差（湊
本町交差点）まで

7 石岡筑西線 筑西市茂田　筑西市道交差から
筑西市丙　主要地方道石岡筑西線交差（桜町交差点）
まで

〃
筑西市横塚　国道50号交差（下舘バイパス横塚入口交
差点）から

筑西市西谷貝　国道294号交差（西谷貝交差点）まで

8 小川鉾田線
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）から

鉾田市鉾田　主要地方道水戸鉾田佐原線交差まで

10 日立いわき線
日立市滑川町2丁目　国道6号交差（国土交通省前交
差点）から

日立市十王町友部　一般県道高萩友部線交差（十王
郵便局前交差点）まで

〃
北茨城市華川町下相田　主要地方道北茨城インター
線交差（下相田交差点）から

北茨城市県境（福島県）まで

11 取手東線 取手市新町4丁目　国道6号交差から
北相馬郡利根町布川　主要地方道千葉竜ケ崎線交差
（栄橋交差点）まで

〃
稲敷郡河内町源清田　一般県道河内竜ケ崎線交差か
ら

稲敷郡河内町長竿　国道408号交差（長竿東交差点）ま
で

12 那須烏山御前山線 常陸大宮市県境（栃木県）から
常陸大宮市小舟　国道293号交差（やすらぎの里公園
入口交差点）まで

14 筑西つくば線 筑西市下中山　筑西市道交差から つくば市国松　一般県道沼田下妻線交差まで

〃 つくば市中菅間　一般県道沼田下妻線交差から つくば市池田　国道125号交差まで

16 大洗友部線
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）から

東茨城郡茨城町長岡　主要地方道茨城鹿島線交差ま
で

〃 笠間市住吉　主要地方道水戸岩間線交差から 笠間市橋爪　国道355号交差まで

第2次緊急輸送道路

（有料道路）

（一般国道）

（主要地方道）
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〃（バイパス供用開始まで）
東茨城郡茨城町小鶴　国道6号交差（小鶴西交差点）
から

笠間市住吉　主要地方道水戸岩間線交差まで

17 結城野田線 古河市諸川　国道125号交差（諸川交差点）から 猿島郡境町長井戸　国道354号交差まで

〃
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）から

猿島郡境町県境（千葉県）まで

18 茨城鹿島線
東茨城郡茨城町長岡　国道6号交差（長岡坂下交差
点）から

東茨城郡茨城町長岡　主要地方道大洗友部線交差ま
で

〃
鉾田市紅葉　一般県道紅葉石岡線交差（紅葉北交差
点）から

鉾田市飯名　一般県道鉾田茨城線交差まで

〃
鉾田市鉾田　主要地方道水戸鉾田佐原線交差（中根
交差点）から

鹿嶋市爪木　一般県道須賀北埠頭線交差まで

〃 鹿嶋市宮下4丁目　国道51号交差（厨台交差点）から 鹿嶋市佐田　国道124号交差まで

19 取手つくば線
つくばみらい市板橋　主要地方道野田牛久線交差（東
板橋交差点）から

つくば市谷田部　常磐自動車道（谷田部IC）まで

〃
つくば市柳橋　首都圏中央連絡自動車道（つくば中央
IC）から

つくば市春日1丁目　国道408号交差（春日1丁目西交
差点）まで

〃（バイパス供用開始まで） つくばみらい市板橋　主要地方道野田牛久線交差から つくばみらい市板橋　主要地方道野田牛久線交差まで

〃（供用開始から） つくばみらい市谷井田　一般県道常総取手線交差から
つくばみらい市板橋　主要地方道野田牛久線交差（東
板橋交差点）まで

〃（（仮）つくばみらいSIC供用まで） 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
結城郡八千代町菅谷　国道125号交差（菅谷十字路交
差点）から

坂東市沓掛　主要地方道結城坂東線交差まで

〃 坂東市沓掛　主要地方道結城坂東線交差から 坂東市弓田　首都圏中央連絡自動車道（坂東IC）まで

〃 坂東市辺田　国道354号交差（辺田交差点）から
坂東市矢作　主要地方道つくば野田線交差（矢作交差
点）まで

〃（筑西幹線供用まで） 結城市今宿　主要地方道筑西三和線交差から 結城市今宿　主要地方道筑西三和線交差まで

〃（バイパス供用開始まで） 坂東市沓掛　主要地方道結城坂東線交差から 坂東市岩井　国道354号交差（岩井交番前交差点）まで

22 北茨城大子線
常陸太田市小妻町　国道349号交差（猪ノ鼻峠入口交
差点）から

久慈郡大子町小生瀬　国道461号交差（小生瀬十字路
交差点）まで

23 筑西三和線 筑西市西方　筑西市道交差から 結城市粕礼　主要地方道結城坂東線交差まで

〃（筑西幹線供用から） 結城市粕礼　主要地方道結城坂東線交差から 結城郡八千代町佐野　八千代町道交差まで

〃（筑西幹線供用まで） 結城市今宿　主要地方道結城坂東線交差から 古河市尾崎　国道125号交差まで

24 土浦境線 つくば市西平塚　国道408号交差（西平塚交差点）から
常総市孫兵ヱ新田　主要地方道結城坂東線交差（孫
兵衛新田交差点）まで

〃 土浦市桜町1丁目　国道125号交差から
つくば市竹園3丁目　主要地方道土浦つくば線交差（学
園東交差点）まで

25 土浦稲敷線
土浦市荒川沖西1丁目　国道6号交差（学園東大通り入
口交差点）から

牛久市ひたち野東1丁目　牛久市道交差（ひたち野東
交差点）まで

27 塙大津港線
北茨城市関本町富士ヶ丘　主要地方道日立いわき線
交差（冨士ヶ丘十字路）から

北茨城市関本町福田　北茨城市道交差まで

〃（北茨城市道5495線等供用開始ま
で）

北茨城市関本町福田　北茨城市道交差から
北茨城市大津町北町　国道6号交差（大津港駅入口交
差点）まで

28 大子那須線 久慈郡大子町矢田　大子町道交差から 久慈郡大子町矢田　大子町道交差まで

29 常陸太田那須烏山線
常陸太田市増井町　国道293号交差（清掃センター北
交差点）から

常陸太田市松平町　主要地方道常陸太田大子線交差
（松平交差点）まで

〃 常陸太田市赤土町　主要地方道日立山方線交差から 常陸大宮市鷲子　国道293号交差（鷲子交差点）まで

〃（常陸太田東バイパス供用開始ま
で）

常陸太田市馬場町　国道349号交差から
常陸太田市増井町　国道293号交差（清掃センター北
交差点）まで

30 水戸岩間線 笠間市湯崎　笠間市道交差から 笠間市住吉　主要地方道大洗友部線交差まで

33 常陸太田大子線
常陸太田市松平町　主要地方道常陸太田那須烏山線
交差（松平交差点）から

常陸太田市下高倉町　国道461号交差まで

34 竜ヶ崎阿見線
稲敷郡阿見町阿見　国道125号交差（東京医大西交差
点）から

稲敷郡阿見町青宿　国道125号交差（阿見坂下交差
点）まで
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〃（美浦栄線供用開始まで）
龍ケ崎市藤ヶ丘2丁目　一般県道八代庄兵衛新田線交
差（龍ケ岡中央交差点）から

牛久市正直町　国道408号交差（正直町交差点）まで

36 日立山方線
日立市宮田町　日立有料道路交差（日立中央IC入口
交差点）から

日立市下深荻町　国道349号交差まで

〃
常陸太田市上深荻町　国道349号交差（里美大橋入口
交差点）から

常陸太田市中染町　主要地方道常陸太田大子線交差
（中染交差点）まで

〃 常陸太田市中染町　主要地方道常陸太田大子線から
常陸太田市赤土町　主要地方道常陸太田那須烏山線
交差まで

37 日立常陸太田線（供用開始から） 日立市国分町１丁目　国道245号交差から
日立市鮎川町１丁目　国道6号交差（諏訪五差路交差
点）まで

39 笠間緒川線 常陸大宮市金井　国道123号交差から 常陸大宮市松之草　一般県道山内上尾瀬線交差まで

41 つくば益子線 つくば市上大島　主要地方道筑西つくば線交差から 桜川市鍬田　国道50号交差（鍬田交差点）まで

〃
桜川市明日香1丁目　国道50号交差（元岩瀬交差点）
から

桜川市県境（栃木県）まで

44 成田小見川鹿島港線 千葉県香取市小見川　国道356号交差から 神栖市県境（千葉県）まで

〃 神栖市県境（千葉県）から 神栖市筒井　国道124号交差（筒井北交差点）まで

45 つくば真岡線 筑西市門井　国道50号交差（門井交差点）から 筑西市県境（栃木県）まで

46 野田牛久線 守谷市立沢 守谷市道交差から 守谷市中央1丁目　国道294号交差（北園交差点）まで

〃 守谷市中央4丁目　国道294号交差から
つくばみらい市陽光台4丁目　一般県道東楢戸真瀬線
交差（陽光台4丁目南交差点）まで

〃
つくばみらい市板橋　主要地方道取手つくば線交差か
ら

牛久市田宮町　国道6号交差（田宮跨線橋西交差点）ま
で

〃（取手つくば線供用開始まで）
つくばみらい市豊体　一般県道常総取手線交差（豊体
交差点）から

つくばみらい市板橋　主要地方道取手つくば線交差ま
で

〃（供用開始から）
つくばみらい市陽光台4丁目　一般県道東楢戸真瀬線
交差（陽光台4丁目南交差点）から

つくばみらい市板橋　主要地方道取手つくば線交差ま
で

48 土浦竜ヶ崎線 土浦市右籾町1区　国道125号交差から
土浦市右籾町3区　一般県道荒川沖阿見線交差（右籾
3区交差点）まで

〃 牛久市岡見町　国道408号交差（岡見下宿交差点）から
龍ケ崎市馴柴町　主要地方道竜ケ崎潮来線交差（馴柴
東交差点）まで

50 水戸神栖線 水戸市宮町　国道50号交差（水戸駅前交差点）から
水戸市千波町　国道50号交差（サントル千波交差点）ま
で

〃 行方市玉造　国道354号交差（泉北交差点）から 潮来市須賀　国道51号交差（須賀交差点）まで

51 水戸茂木線
東茨城郡城里町下古内　主要地方道日立笠間線交差
から

東茨城郡城里町県境（栃木県）まで

56 つくば古河線 古河市柳橋　国道4号交差（柳橋交差点）から
古河市久能　一般県道境間々田線交差（久能交差点）
まで

58 取手豊岡線
常総市菅生町　主要地方道つくば野田線交差（菅生南
交差点）から

常総市菅生町　一般県道坂東菅生線交差（菅生交差
点）まで

60 十王里美線（供用開始から） 日立市十王町友部　日立市道交差から 日立市十王町友部　日立市道交差まで

61 日立笠間線
日立市桜川町1丁目　国道6号交差（常陸多賀駅入口
交差点）から

日立市金沢町　日立市道交差まで

〃
常陸太田市金井町　国道349号交差（金井町東交差
点）から

那珂市瓜連　国道118号交差（平野台団地入口交差
点） まで

〃 那珂市瓜連　国道118号交差（静入口交差点） から 東茨城郡城里町下圷　国道123号交差まで

〃
東茨城郡城里町石塚　国道123号交差（笠間街道入口
交差点）から

東茨城郡城里町下古内　主要地方道水戸茂木線交差
まで

〃
東茨城郡城里町下古内　主要地方道水戸茂木線交差
から

笠間市笠間　国道50号交差（才木交差点）まで

62 常陸那珂港山方線
那珂郡東海村村松　国道245号交差（原子力科学研究
所交差点）から

那珂郡東海村石神外宿　国道6号交差（二軒茶屋交差
点）まで

〃
常陸太田市玉造町　一般県道富岡玉造常陸太田線交
差（玉造十字路交差点）から

常陸太田市下宮河内町　主要地方道常陸太田那須烏
山線交差まで

63 水戸勝田那珂湊線 ひたちなか市勝倉　一般県道馬渡水戸線交差から
ひたちなか市部田野　国道245号交差（部田野交差点）
まで

64 土浦笠間線 土浦市若松町　国道125号交差（若松町交差点）から
土浦市中貫　国道6号交差（中貫バイパス入口交差点）
まで
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68 美浦栄線 稲敷郡河内町生板　一般県道河内竜ケ崎線交差から
龍ケ崎市大徳町　主要地方道美浦栄線交差（梶内交
差点）まで

〃
龍ケ崎市白羽1丁目　一般県道八代庄兵衛新田線交
差から

北相馬郡利根町加納新田　主要地方道取手東線交差
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 龍ケ崎市白羽1丁目　主要地方道美浦栄線交差まで

69 北茨城インター線 北茨城市磯原町豊田　常磐自動車道（北茨城IC）から
北茨城市華川町下相田　主要地方道日立いわき線交
差まで

107 江戸崎神崎線 稲敷市幸田　国道125号交差から 稲敷市県境（千葉県）まで

108 那珂湊大洗線
ひたちなか市湊本町　主要地方道水戸那珂湊線交差
（湊本町交差点）から

東茨城郡大洗町磯浜町明神町　主要地方道水戸鉾田
佐原線交差（大洗鳥居下交差点）まで

111 高萩塙線 高萩市安良川　国道461号交差から 高萩市下手綱　主要地方道高萩インター線交差まで

〃（供用開始から） 高萩市下手綱　主要地方道高萩インター線交差から
北茨城市中郷町粟野　一般県道里見南中郷停車場線
交差まで

114 下太田鉾田線 鉾田市箕輪　主要地方道大洗友部線交差から
鉾田市安房　主要地方道水戸鉾田佐原線交差（鉾田
土木前交差点）まで

117 深芝浜波崎線 神栖市知手　一般県道奥野谷知手線交差から
神栖市波崎　国道124号交差（銚子大橋入口交差点）ま
で

121 河内竜ヶ崎線 稲敷郡河内町源清田　主要地方道取手東線交差から 稲敷郡河内町生板　主要地方道美浦栄線交差まで

〃
龍ケ崎市大徳町　主要地方道美浦栄線交差（久夫交
差点）から

龍ケ崎市大徳町　主要地方道竜ケ崎潮来線交差（大徳
交差点）まで

130
常総取手線（（仮）つくばみらいSIC供
用まで）

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

135 猿島常総線 坂東市逆井　一般県道若境線交差（前原交差点）から
坂東市沓掛　主要地方道結城坂東線交差（沓掛交差
点）まで

137 若境線
坂東市逆井　一般県道猿島常総線交差（前原交差点）
から

猿島郡境町境　主要地方道結城野田線交差まで

148 東山田岩瀬線 桜川市大国玉木崎　一般県道木崎雨引線交差から 桜川市長方　国道50号交差（長方交差点）まで

155 里根神岡上線
北茨城市関本町福田　主要地方道塙大津港線交差か
ら

北茨城市関南町神岡上　北茨城市道交差まで

160 梨野沢大子線 久慈郡大子町浅川　大子町道交差から 久慈郡大子町大子　国道461号交差まで

167 富岡玉造常陸太田線
常陸太田市玉造町　主要地方道常陸那珂港山方線交
差（玉造十字路交差点）から

常陸太田市大平町　国道293号交差（大平西交差点）ま
で

〃（常陸太田東バイパス供用開始ま
で）

常陸太田市大平町　国道293号交差（大平西交差点）
から

常陸太田市大平町　国道293号交差（大平交差点）まで

185 繁昌潮来線 行方市根小屋　一般県道荒井行方線交差から 潮来市堀之内　国道355号交差まで

186 荒井行方線
鹿嶋市荒井　国道51号交差（鹿嶋市役所大野出張所
入口交差点）から

行方市根小屋　一般県道繁昌潮来線交差まで

190 境間々田線
古河市久能　主要地方道つくば古河線交差（久能交差
点）から

古河市小堤　国道125号交差（小堤交差点）まで

198 銚子波崎線 神栖市谷田部東海　国道124号交差から 神栖市谷田部東海　国道124号交差まで

203 荒川沖阿見線
土浦市右籾町3区　主要地方道土浦竜ケ崎線交差（右
籾3区交差点）から

稲敷郡阿見町阿見　国道125号交差（阿見西郷バイパ
ス交差点）まで

214 沼田下妻線 つくば市国松　主要地方道筑西つくば線交差から つくば市中菅間　主要地方道筑西つくば線交差まで

230 高萩友部線 高萩市安良川　国道461号交差（安良川西交差点）から
日立市十王町友部　主要地方道日立いわき線交差（十
王郵便局前交差点）まで

235 下入野水戸線 水戸市米沢町　水戸市道交差から
水戸市千波町　主要地方道水戸神栖線交差（千波十
文字交差点）まで

237 花室牛久線
つくば市竹園1丁目　主要地方道土浦境線交差（学園
東交差点）から

つくば市小野崎　国道408号交差（学園西交差点）まで

238 須賀北埠頭線 鹿嶋市宮中　主要地方道茨城鹿島線交差から 鹿嶋市大船津　国道51号交差（大船津北交差点）まで

239 粟生木崎線 神栖市居切　一般県道鹿島港潮来インター線交差から 神栖市居切　神栖市道交差（飼料団地西交差点）まで

〃 神栖市東深芝　神栖市道交差から 神栖市木崎　国道124号交差（木崎西交差点）まで

（一般県道）
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240 奥野谷知手線 神栖市知手　一般県道深芝浜波崎線交差から 神栖市知手　国道124号交差（知手交差点）まで

243 八代庄兵衛新田線 龍ケ崎市白羽1丁目　主要地方道美浦栄線交差から
龍ケ崎市庄兵衛新田町　国道6号交差（牛久沼東交差
点）まで

244 妻木赤塚線 つくば市小野崎　国道408号交差（学園西交差点）から つくば市赤塚　国道354号交差（稲荷前交差点）まで

247 常陸海浜公園線 ひたちなか市新光町　常陸那珂港南線交差から
那珂郡東海村照沼　主要地方道常陸那珂港山方線交
差（常陸那珂港区西交差点）まで

251 守谷藤代線 取手市山王　主要地方道取手つくば線交差から 取手市藤代　国道6号交差（藤代交差点）まで

252 坂東菅生線 坂東市神田山　国道354号交差（神田山交差点）から
常総市菅生町　主要地方道取手豊岡線交差（菅生交
差点）まで

254 日立港線
日立市久慈町1丁目　国道245号交差（日立港入口交
差点）から

日立市大みか町6丁目　国道6号交差（大みか町6丁目
交差点）まで

256 鹿島港潮来インター線 神栖市居切西部　国道124号交差（掘割川交差点）から
神栖市下幡木　主要地方道水戸神栖線交差（鰐川橋
交差点）まで

264 小山結城線 結城市県境（栃木県）から 結城市結城上海道　国道4号交差（小田林（北）点）まで

287 山内上小瀬線 常陸大宮市松之草　主要地方道笠間緒川線交差から
常陸大宮市上小瀬川西　国道293号交差（緒川総合支
所北交差点）まで

299
里見南中郷停車場線（高萩塙線供
用開始まで）

北茨城市中郷町日棚　北茨城市道交差から 北茨城市中郷町小野矢指　北茨城市道交差まで

301
大津港停車場線（北茨城市道5495
線供用から）

北茨城市大津町北町　北茨城市道交差から
北茨城市大津町北町　国道6号交差（美術館入口交差
点）まで

328 谷井田稲戸井停車場線 つくばみらい市谷井田　一般県道常総取手線交差から
守谷市みずき野7丁目　守谷市道交差（みずき野十字
路交差点）まで

342 上水戸停車場千波公園線
水戸市大工町1丁目　国道50号交差（大工町交差点）
から

水戸市千波町　主要地方道水戸神栖線交差（偕楽園
下交差点）まで

343 木崎雨引線 桜川市大国玉　一般県道東山田岩瀬線交差から
桜川市大曽根　主要地方道つくば益子線交差（大曽根
交差点）まで

351 馬渡水戸線
ひたちなか市勝倉　主要地方道水戸勝田那珂湊線交
差から

水戸市吉沼町　一般県道小泉水戸線交差（吉沼町交
差点）まで

355 東楢戸真瀬線
つくばみらい市陽光台4丁目　主要地方道野田牛久線
交差（陽光台4丁目交差点）から

つくばみらい市台　一般県道赤浜谷田部線交差まで

〃（供用開始から） つくばみらい市台　一般県道赤浜谷田部線交差から つくば市真瀬　国道354号交差（真瀬入口交差点）まで

357 谷和原筑西線
常総市水海道諏訪町　国道354号交差（水海道郵便局
前交差点）から

下妻市下妻乙　国道125号交差（峯T字路）まで

〃 下妻市下妻戊　国道125号交差（小野子T字路）から 筑西市西方　国道294号交差（鎌田南交差点）まで

水戸市道幹線15号線,寿161号線,幹
線17号線

水戸市千波町　主要地方道水戸神栖線交差（国土交
通省前交差点）から

水戸市千波町　国道50号交差（木工団地北交差点）ま
で

水戸市道幹線2号線
水戸市城南3丁目 国道51号交差（城南3丁目交差点）
から

水戸市中央2丁目 水戸市道交差まで

水戸市道幹線39号線
水戸市元吉田町 国道50号交差（水戸工高東交差点）
から

JR水戸駅まで

水戸市道幹線8号線 水戸市渋井町　国道51号交差（谷田町交差点）から
水戸市吉沼町　一般県道小泉水戸線交差（吉沼町交
差点）まで

水戸市道駅南1号線,駅南20号線 JR水戸駅から
水戸市城南２丁目　水戸市道交差（城南3丁目西交差
点）まで

日立市道10043号線（供用開始から） 日立市十王町友部　一般県道高萩友部線交差から 日立市十王町友部　主要地方道十王里美線交差まで

日立市道10250号線（供用開始から） 日立市十王町友部　一般県道高萩友部線交差から 日立市十王町友部　主要地方道十王里美線交差まで

日立市道7488号線,5570号線,6600
号線

日立市大みか町6丁目 国道6号交差（大みか町6丁目
交差点）から

日立市金沢町 一般県道日立笠間線交差まで

土浦市道Ⅰ-23号線
土浦市中高津３丁目　国道6号交差（天川団地東交差
点）から

土浦市永国　国道354号交差（天川団地交差点）まで

古河市道0107号線 古河市鴻巣　国道354号交差（鴻巣交差点）から 古河市中田　国道4号交差（中田町交差点）まで

高萩市道1013号線（高萩塙線供用
開始まで）

高萩市上手綱 主要地方道高萩インター線交差から 高萩市境（北茨城市）まで

北茨城市道0103号線（北茨城市道
5495号線供用から）

北茨城市関本町福田　主要地方道塙大津港線交差か
ら

北茨城市関本町福田　北茨城市道交差まで

（市町村道）
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北茨城市道0113号線
北茨城市中郷町粟野 一般県道里見南中郷停車場線
交差から

北茨城市磯原町磯原　国道6号交差（二ツ島交差点）ま
で

北茨城市道0121号線
北茨城市華川町臼場 一般県道北茨城インター線交差
から

北茨城市華川町臼場 北茨城市道交差まで

北茨城市道3440号線 北茨城市磯原町磯原 北茨城市道交差から
北茨城市関南町神岡上 一般県道里根神岡上線交差
まで

北茨城市道5495号線（供用開始か
ら）

北茨城市関本町福田　主要地方道塙大津港線交差か
ら

北茨城市大津北町１丁目　一般県道大津港停車場線
交差（大津港駅東交差点）まで

北茨城市道1742号線（高萩塙線供
用開始まで）

北茨城市中郷町日棚 一般県道里見南中郷停車場線
交差から

北茨城市境（高萩市）まで

笠間市道（友）Ⅰ-13号線,Ⅰ-6号線,
（友）2119号線

笠間市美原３丁目　笠間市道交差から
笠間市平町 国道355号交差（穴戸小学校前交差点）ま
で

笠間市道（友）Ⅰ－9号線 笠間市湯崎　主要地方道水戸岩間線交差から 笠間市湯崎　笠間市道交差まで

取手市道0106号線 取手市新町 国道6号交差（取手駅西入口交差点）から 取手市境（守谷市）まで

牛久市道21号線
牛久市栄町２丁目　国道408号交差（栄町三丁目交差
点）から

牛久市ひたち野東４丁目　主要地方道土浦稲敷線交
差（ひたち野東交差点）まで

ひたちなか市道1級12号線
ひたちなか市東石川　ひたちなか市道交差（外野跨線
橋東交差点）から

ひたちなか市勝倉　主要地方道那珂湊那珂線交差（勝
倉交差点）まで

ひたちなか市道1級1号線
ひたちなか市勝田中央 ひたちなか市道交差（勝田駅
入口交差点）から

ひたちなか市馬渡 国道245号交差（海浜公園入口交差
点）まで

ひたちなか市道1級8号線 ひたちなか市田彦　国道6号交差（田彦交差点）から
ひたちなか市外野2丁目　ひたちなか市道交差（外野跨
線橋東交差点）まで

鹿嶋市道0101号線 鹿嶋市宮中　主要地方道茨城鹿島線交差から
鹿嶋市平井　一般県道鹿島港線（平井中東交差点）ま
で

守谷市道101号線 守谷市境（取手市）から 守谷市立沢 主要地方道野田牛久線交差まで

守谷市道103号線 守谷市本町南守谷 国道294号交差（乙子交差点）から
守谷市みずき野 一般県道谷井田稲戸井停車場線交
差（みずき野十字路）まで

筑西市道下5B-326号線 筑西市一本松  国道294号交差から 筑西市西方  主要地方道筑西三和線交差まで

筑西市道下5B-689号線 筑西市下中山　主要地方道石岡筑西線交差から 筑西市下中山　筑西市道交差まで

神栖市道8-105,8-108号線 神栖市東深芝　神栖市道交差から 神栖市東深芝　一般県道粟生木崎線交差まで

神栖市道8-1494号線
神栖市居切　一般県道粟生木崎線交差（飼料団地西
交差点）から

神栖市東深芝　神栖市道交差まで

城里町町道1516号線
東茨城郡城里町石塚　国道123号交差（笠間街道入口
交差点）から

東茨城郡城里町石塚　国道123号交差まで

大子町道112号線 大子町池田 国道118号交差（池田北交差点）から 大子町矢田　主要地方道大子那須線交差まで

大子町道112号線 大子町矢田　主要地方道大子那須線交差から 大子町浅川 一般県道梨野沢大子線交差まで

八千代町道1522号線（筑西幹線供
用から）

結城郡八千代町佐野　八千代町道交差から 結城郡八千代町菅谷　国道125号交差まで
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