
※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

118 国道118号
水戸市三の丸1丁目　国道50号交差（中央郵便局前交
差点）から

水戸市大町3丁目　国道118号交差（大町3丁目交差
点）まで

〃
水戸市金町１丁目　国道349号交差（気象台前交差点）
から

水戸地方気象台まで

125 国道125号 土浦市大和町　主要地方道土浦境線交差から
土浦市中央2丁目　国道354号交差（亀城公園北交差
点）まで

〃（大谷バイパス供用から） 稲敷市佐倉　国道125号交差から 稲敷郡美浦村宮地　国道125号交差まで

293
国道293号（常陸太田東バイパス供
用から）

常陸太田市山下町　国道349号交差（三才町交差点）
から

常陸太田市山下町　常陸太田市道交差（山下町交差
点）まで

349 国道349号
常陸太田市山下町　国道293号交差（常陸太田駅前交
差点）から

太田警察署まで

354 国道354号
つくば市みどりの　一般県道赤浜谷田部線交差（上萱
丸交差点）から

つくば市谷田部　国道354号交差（谷田部交差点）まで

355 国道355号 笠間市手越　国道355号交差から
笠間市笠間　笠間市道交差（芸術の森公園入口交差
点）まで

〃
石岡市国府7丁目　国道6号交差（国府7丁目交差点）
から

石岡市国府3丁目　一般県道石岡停車場線交差（国府
三丁目交差点）まで

5 竜ヶ崎潮来線 潮来市上戸　国道51号交差（上戸交差点）から 潮来市潮来　一般県道潮来佐原線交差まで

6 水戸那珂湊線
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）から

平磯漁港まで

10 日立いわき線 北茨城市磯原町上相田　北茨城市道交差から
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）まで

11 取手東線 北相馬郡利根町布川　利根町道交差から 北相馬郡利根町羽中　利根町道交差まで

14 筑西つくば線
筑西市横島　主要地方道石岡筑西線交差（横島交差
点）から

筑西市下中山　主要地方道筑西つくば線交差（下中山
交差点）まで

15 結城下妻線 下妻市江　下妻市道交差から
下妻市長塚　国道125号交差（砂沼公園入口交差点）ま
で

〃
結城市小田林古新田　国道50号交差（小田林交差点）
から

結城警察署まで

17 結城野田線
結城市結城公達　国道50号交差（城南小北交差点）か
ら

結城市結城公達　結城市道交差（城南小入口交差点）
まで

18 茨城鹿島線 鹿嶋市宮中　一般県道須賀北埠頭線交差から 鹿嶋市宮中　鹿嶋市道交差まで

19 取手つくば線 東京ガスネットワーク（株）つくば支店から
つくば市研究学園5丁目　主要地方道取手つくば線交
差（研究学園交差点）まで

〃
つくば市学園の森３丁目　主要地方道土浦境線交差か
ら

つくば市西平塚　国道408号交差まで

24 土浦境線 TXつくば駅から
つくば市吾妻１丁目　国道408号交差（吾妻西交差点）
まで

25 土浦稲敷線 稲敷市江戸崎　主要地方道江戸崎新利根線交差から 稲敷市江戸崎　一般県道江戸崎下総線交差まで

30 水戸岩間線
水戸市大工町2丁目　国道50号交差（大工町2丁目交
差点）から

（社）茨城県歯科医師会まで

31 瓜連馬渡線 那珂市福田　主要地方道那珂インター線交差から 那珂市菅谷　国道349号交差（杉原交差点）まで

〃
ひたちなか市高場１丁目　一般県道豊岡佐和停車場線
交差から

ひたちなか市高野　一般県道豊岡佐和停車場線交差
（高野十字路交差点）まで

34 竜ヶ崎阿見線
龍ケ崎市中里１丁目 龍ヶ崎市道交差（藤ヶ丘7北交差
点）から

龍ケ崎市中里１丁目 一般県道八代庄兵衛新田線交差
（竜ヶ岡中央交差点）まで

〃 阿見町役場から
稲敷郡阿見町阿見　国道125号交差（東京医大西交差
点）まで

46 野田牛久線
守谷市大柏　主要地方道取手豊岡線交差（大柏南交
差点）から

守谷市中央四丁目　国道294号交差まで

〃 守谷市役所から 守谷市立沢 守谷市道交差まで

第3次緊急輸送道路

（一般国道）

（主要地方道）
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50 水戸神栖線 水戸市笠原町　主要地方道水戸神栖線交差から 茨城県道路公社まで

〃
鉾田市上冨田　主要地方道茨城鹿島線交差（上富田
交差点）から

小美玉市下吉影 小美玉市道交差まで

55 土浦つくば線
土浦市西根町3区　国道6号交差（中村西根交差点）か
ら

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）まで

56 つくば古河線
古河市久能　一般県道境間々田線交差（久能交差点）
から

総和中央病院まで

〃
下妻市宗道　一般県道谷和原筑西線交差（宗道十字
路交差点）から

下妻市鎌庭　下妻市道交差まで

58 取手豊岡線
守谷市大柏　主要地方道野田牛久線交差（大柏南交
差点）から

守谷市大柏　守谷市道交差まで

〃 坂手工業団地から
常総市豊岡町砂原　国道354号交差（貫通道路入口交
差点）まで

59 玉里水戸線 水戸市赤塚1丁目　水戸市道交差から
水戸市赤塚1丁目　国道50号交差（赤塚郵便局前交差
点）まで

〃 東茨城郡茨城町中央工業団地　茨城町道交差から
東茨城郡茨城町中央工業団地　北関東自動車道（茨
城西IC）まで

63 水戸勝田那珂湊線 水戸市青柳町　国道349号交差（青柳町交差点）から 水戸市公設地方卸売市場まで

65 那珂インター線 那珂市福田　常磐自動車道（那珂IC）から 那珂市福田　主要地方道瓜連馬渡線交差まで

68 美浦栄線 竜ケ崎飛行場から 稲敷郡河内町生板　一般県道河内竜ヶ崎線交差まで

101 潮来佐原線 潮来港から 潮来市潮来　主要地方道竜ケ崎潮来線交差まで

〃 潮来市大洲　主要地方道水戸神栖線交差から 潮来保健所まで

103 江戸崎下総線 稲敷市江戸崎　主要地方道土浦稲敷線交差から 稲敷警察署まで

108 那珂湊大洗線
ひたちなか市部田野　国道245号交差（部田野交差点）
から

ひたちなか市西十三奉行　一般県道磯崎港線交差（十
三奉行交差点）まで

117 深芝浜波崎線 神栖市東和田　神栖市道交差から 神栖市知手　一般県道奥野谷知手線交差まで

120 上新田木原線 稲敷郡美浦村大山　美浦村道交差から 稲敷郡美浦村大山　一般県道大山江戸崎線交差まで

122 大山江戸崎線 稲敷郡美浦村大山　一般県道上新田木原線交差から 稲敷郡美浦村大谷　国道125号交差（大谷交差点）まで

123 土浦坂東線 坂東市役所から 坂東市岩井　国道354号交差（仲町十字路交差点）まで

〃
土浦市富士崎1丁目　国道125号交差（富士崎町交差
点）から

土浦市下高津3丁目　土浦市道交差まで

126 尾崎境線
猿島郡境町長井戸　境町道交差（長井戸西交差点）か
ら

猿島郡境町長井戸　境町道交差まで

130 常総取手線
取手市山王　主要地方道取手つくば線交差（山王交差
点）から

取手市寺山　国道294号交差まで

133 赤浜谷田部線 つくばみらい市坂野新田　つくばみらい市道交差から
つくば市みどりの　つくば市道交差（上萱丸交差点）ま
で

〃（沼田下妻線供用まで） 下妻市高道祖宇中台　一般県道沼田下妻線交差から
下妻市高道祖宇中台　国道125号交差（高道祖東交差
点）まで

136 高崎坂東線 常総市古間木　常総市道交差から 常総市古間木　常総市道交差まで

〃 常総市国生　常総市道交差から 常総市向石下　主要地方道土浦境線交差まで

143 谷田部牛久線 つくば双愛病院から
つくば市高崎　つくば市道交差（高崎十字路交差点）ま
で

176 中根平磯磯崎線 ひたちなか市磯崎町　一般県道磯崎港線交差から 磯崎漁港まで

179 中石崎水戸線 水戸市酒門町　国道6号交差（酒門六差路交差点）から 丹野病院まで

199 小野土浦線 土浦市虫掛 国道6号交差から 土浦市田中2丁目　土浦市道交差まで

〃 土浦市大志戸　土浦市道交差から
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）まで

（一般県道）
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208 長沖藤代線 取手市藤代南3丁目　取手市道交差から
取手市藤代　一般県道守谷藤代線（藤代庁舎東交差
点）まで

〃 取手市片町　一般県道藤代停車場線交差から
取手市藤代　一般県道守谷藤代線（藤代庁舎東交差
点）まで

210 谷田部藤代線 取手市下 萱場　取手市道交差から 取手市下萱場　取手市道交差まで

〃 つくば市境田 つくば市道交差から つくば市飯田　つくば市道交差まで

211 高岡藤代線
つくばみらい市高岡　主要地方道取手つくば線交差か
ら

㈱飯田商事運輸高岡倉庫まで

214 沼田下妻線 ㈱田島屋 筑波倉庫から 下妻市高道祖　一般県道沼田下妻線交差まで

〃（沼田下妻線供用開始まで） 下妻市高道祖　一般県道沼田下妻線交差から 下妻市高道祖　一般県道赤浜谷田部線交差まで

〃（供用開始から） 下妻市高道祖　一般県道沼田下妻線交差から 下妻市高道祖　国道125号交差まで

229 取手谷中線 取手市青柳　主要地方道取手東線交差から 東日本ガス（株）まで

231 稲敷阿見線 稲敷市江戸崎　主要地方道土浦稲敷線交差から 稲敷市江戸崎　主要地方道江戸崎新利根線交差まで

〃 稲敷市江戸崎　主要地方道江戸崎新利根線交差から 稲敷市犬塚　稲敷市道交差まで

〃
稲敷郡阿見町追原　主要地方道竜ヶ崎阿見線（追原南
交差点）から

稲敷郡阿見町香澄の里　阿見町道交差まで

241 須田奥野谷線 神栖市砂山　一般県道深芝浜波崎線交差から
神栖市東和田　一般県道奥野谷知手線交差（南共発
西交差点）まで

251 守谷藤代線 取手市藤代　国道6号交差（藤代交差点）から
取手市藤代　一般県道長沖藤代線交差（藤代庁舎東
交差点）まで

259 平潟港線 平潟港から 北茨城市平潟　国道6号交差（平潟港入口交差点）まで

260 谷原息栖東庄線 鰐川浄水場から
神栖市下幡木　一般県道鹿島港潮来インター線交差
（下幡木交差点）まで

261 野木古河線
古河市本町2丁目　主要地方道佐野古河線交差（本町
２丁目）から

古河市原町　国道354号交差まで

〃 古河市本町1丁目　古河市道交差から
古河市本町2丁目　主要地方道佐野古河線交差（本町
２丁目）まで

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

城西病院まで

265 磯崎港線
ひたちなか市磯崎町　一般県道中根平磯磯崎線交差
から

ひたちなか市阿字ケ浦町　ひたちなか市道交差まで

〃 ひたちなか市阿字ケ浦町　ひたちなか市道交差から
ひたちなか市西十三奉行　一般県道那珂湊大洗線交
差（十三奉行交差点）まで

267 幸手境線
猿島郡五霞町元栗橋　国道4号交差（消防署前交差
点）から

猿島郡五霞町小福田　一般県道西関宿栗橋線交差ま
で

268 西関宿栗橋線 猿島郡五霞町小福田　国道4号交差から 五霞町役場まで

〃 猿島郡五霞町江川　五霞町道交差から 猿島郡五霞町小福田　一般県道幸手境線交差まで

269 取手停車場線 取手市取手2丁目　主要地方道取手東線交差から JR取手駅まで

270 藤代停車場線 取手市片町　一般県道長沖藤代線交差から JR藤代駅まで

271 龍ケ崎市停車場線 JR龍ケ崎市駅から
龍ケ崎市馴柴町　主要地方道土浦竜ケ崎線交差（馴柴
北交差点）まで

272 牛久停車場線 JR牛久駅から
牛久市上柏田４丁目　国道408号交差（栄町3丁目交差
点）まで

273 館野荒川沖停車場線
土浦市荒川沖西２丁目　国道6号交差（荒川沖交差点）
から

JR荒川沖駅まで

275 土浦停車場線 JR土浦駅から 土浦市大和町　国道125号交差まで

277 石岡停車場線 JR石岡駅から
石岡市府中2丁目　国道355号交差（国府3丁目交差
点）まで

284 豊岡佐和停車場線
那珂郡東海村村松真崎　主要地方道常陸那珂港山方
線交差（村松交差点）から

那珂郡東海村村松押延　東海村道交差まで

〃 ひたちなか市高場　主要地方道瓜連馬渡線交差から ＪＲ佐和駅まで
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288 大甕停車場線 JR大甕駅から
日立市大みか町4丁目　国道294号交差（大みか駅入
口交差点）まで

290 常陸多賀停車場線 JR常陸多賀駅から
日立市千石町2丁目　国道6号交差（常陸多賀駅入口
交差点）まで

298 高萩停車場線 高萩市本町2丁目　高萩市道交差（高萩駅交差点）から 高萩市安良川　国道461号交差（安良川交差点）まで

305 下館停車場線 JR下館駅から
筑西市田町　主要地方道石岡筑西線交差（田町交差
点）まで

312 古河停車場線 古河市本町2丁目　古河市道交差から JR古河駅まで

344 真鍋停車場線 関東鉄道（株）から 土浦市真鍋2丁目　国道125号交差まで

水戸市道幹線15号線,笠原161号線 社団法人茨城県薬剤師会から
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）まで

水戸市道幹線19号線 水戸市見川町 国道50号交差（見川町交差点）から （株）スズケン水戸支店まで

水戸市道幹線1号線 水戸市城東1丁目 水戸市道交差から 水戸市柵町2丁目 水戸市道交差まで

水戸市道幹線25号線 水戸市石川1丁目 国道50号交差（石川町交差点）から 大久保病院まで

水戸市道幹線38号線 水戸市加倉井町 水戸市道交差から 水戸市双葉台1丁目　水戸市道線交差まで

水戸市道幹線3号線
水戸市南町1丁目 国道50号交差（南町一丁目交差点）
から

水戸市梅香1丁目　主要地方道水戸神栖線交差まで

水戸市道駅南154号線,駅南4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

城南病院まで

水戸市道駅南17号線 水戸市柵町１丁目　水戸市道交差から 水戸土木事務所まで

水戸市道駅南1号線,駅南11号線 水戸市宮町１丁目　水戸市道交差から 日本貨物鉄道（株）水戸営業所まで

水戸市道駅南28号線 水戸市城南2丁目　水戸市道交差から 水戸市城南3丁目　水戸市道交差まで

水戸市道駅南2号線 水戸市桜川2丁目　水戸市道交差から （社）茨城県高圧ガス保安協会まで

水戸市道駅南4号線
水戸市中央１丁目　水戸市道交差（市役所入口交差
点）から

水戸市消防本部まで

水戸市道幹線22号線 水戸市袴塚３丁目　国道123号交差から 堀原運動公園まで

水戸市道幹線4号線 水戸市大町３丁目　国道349号交差から 日本放送協会水戸放送局まで

水戸市道上市154号線,上市155号
線,上市150号線

水戸市緑町３丁目　国道50号交差（スポーツセンター入
口交差点）から

（社）茨城県看協会まで

水戸市道上市6号線
水戸市金町１丁目　国道349号交差（気象台前交差点）
から

東日本電信電話（株）（茨城支店）まで

水戸市道上市6号線 水戸市三の丸１丁目　国道118号交差から 東日本旅客鉄道（株）（水戸支店）まで

水戸市道上中妻212号線 水戸市加倉井町　国道50号交差から 水戸市加倉井町　水戸市道交差まで

水戸市道上中妻35号線 水戸市双葉台1丁目　水戸市道交差から 水戸済生会総合病院まで

水戸市道上中妻46号線,76号線
水戸市大塚町 国道50号交差（双葉台団地入口交差
点）から

水戸市双葉台３丁目　水戸市道交差（近隣公園北交差
点）まで

水戸市道城東42号線,47号線 水戸市城東1丁目 水戸市道交差から 水戸市城東1丁目　水戸市道交差まで

水戸市道城東48号線,幹線1号線
水戸市三の丸２丁目　国道51号交差（三の丸2丁目交
差点）から

総合病院水戸赤十字病院まで

水戸市道常澄6-0007号線.8-3001号
線

水戸市六反田町 国道51号交差（百合ヶ丘ニュータウン
交差点）から

水戸中央病院まで

水戸市道常磐209号線 水戸市袴塚３丁目　水戸市道交差から 水戸病院まで

水戸市道赤塚320号線 水府病院から 水戸市赤塚1丁目　主要地方道玉里水戸線交差まで

水戸市道内原8-3110号線,内原8-
3113号線,内原3112号線,内原8-
0050号線,内原6-0002号線

水戸市内原１丁目　国道50号交差（杉崎南交差点）から （株）メディセオ水戸FLCまで

（市町村道）

4



※概ね5年以内に供用予定も含む第3次緊急輸送道路

水戸市道浜田2号線 水戸市城東1丁目 水戸市道交差から
水戸市東台1丁目 国道51号交差（東台１丁目交差点）
まで

日立市道23号線
日立市滑川町1丁目　国道6号交差（国土交通省前交
差点）から

日立警察署まで

日立市道2492号線,2609号線
日立市助川町２丁目　国道6号交差（保健所入口交差
点）から

日立保健所まで

日立市道2602号線,2603号線
日立市助川町１丁目　国道6号交差（市役所前交差点）
から

日立市役所まで

日立市道27号線
日立市大みか町2丁目　一般県道大甕停車場線交差
（大みか駅前交差点）から

日立おおみか病院まで

日立市道2857号線
日立市幸町3丁目 国道245号交差（幸町ガード下交差
点）から

JR日立駅まで

日立市道3023号線
日立市鹿島町３丁目 国道6号交差（日立二高前交差
点）から

㈱日立製作所 日立総合病院まで

日立市道3162号線 日立市会瀬町３丁目　国道6号交差（兎平交差点）から 嶋崎病院まで

日立市道3203号線 日立市幸町1丁目　日立市道交差から 東京ガスネットワーク（株）日立支店まで

日立市道3248号線 日立市会瀬町1丁目　国道245号交差から 日立市会瀬町１丁目　一般県道会瀬港線交差まで

日立市道3779号線,3800号線 日立市助川町　日立有料道路交差から 東邦薬品（株）日立営業所まで

日立市道5470号線,5541号線 日立市河原子町1丁目　国道245号交差から 河原子港（地方）まで

日立市道7575号線,7175号線 日立市留町　国道293号交差（留大橋北交差点）から 久慈茅根病院まで

日立市道7714号線 日立市大みか町5丁目　一般県道日立港線交差から 出光興産日立油槽所まで

日立市道817号線,1101号線,1104号
線

日立市小木津町1丁目　主要地方道日立いわき線交差
（小木津町交差点）から

（株）スズケン日立支店まで

日立市道8233号線,8264号線 日立市留町　国道293号交差から アルフレッサ（株）日立支店まで

日立市道824号線,821号線,813号線
日立市川尻町1丁目　国道6号交差（十王駅入口交差
点）から

川尻港（地方）まで

土浦市道Ⅰ-44号線
土浦市東並木町　国道6号交差（真鍋跨道橋交差点）
から

土浦合同庁舎まで

土浦市道Ⅰ-3号線,神立中央五丁目
14号線

土浦市東中貫町  国道6号交差（中貫工業団地入口交
差点）から

神立病院まで

土浦市道Ⅰ-42号線,おおつ野四丁
目3号線

土浦市白鳥町　国道354号交差（おおつ野団地入口交
差点）から

総合病院土浦協同病院まで

土浦市道右籾133号線,Ⅰ-34号線 土浦市右籾町1区　国道125号交差から 陸上自衛隊関東補給処（霞ヶ浦）まで

土浦市道下高津三丁目5号線
土浦市下高津2丁目　国道354号交差（下高津2丁目交
差点）から

土浦市下高津3丁目　一般県道土浦坂東線交差まで

土浦市道下高津二丁目14号線,下高
津二丁目11号線

土浦市中高津１丁目　国道354号交差（医療センター入
口交差点）から

土浦保健所まで

土浦市道下高津二丁目14号線 土浦市下高津２丁目　一般県道土浦坂東線交差から 霞ケ浦医療センターまで

土浦市道湖北二丁目10号線 土浦市湖北２丁目　土浦市道交差から 流域下水道事務所　霞ヶ浦浄化センターまで

土浦市道湖北二丁目10号線 土浦市湖北2丁目　土浦市道交差から 土浦市湖北2丁目　（土浦港）臨港道路交差まで

土浦市道新治北753号線 土浦市大志戸 一般県道小野土浦線交差から 新治浄水場まで

土浦市道大岩田20号線
土浦市大岩田2区　国道125号交差（総合公園入口交
差点）から

霞ヶ浦総合公園まで

土浦市道大岩田37号線 土浦市大岩田1区　土浦市道交差から 県南水道事務所まで

土浦市道田中二丁目7号線 土浦市田中町 一般県道小野土浦線交差から 土浦市消防本部まで

土浦市道有明3号線,港町一丁目3号
線

土浦市港町１丁目　土浦市道交差から 東部ガス（株）茨城南支社まで

土浦市道立田8号線 土浦市立田町　国道125号交差から 土浦警察署まで

古河市道 総和0252号線､0267号線 古河市東牛谷　国道125号線交差から 友愛記念病院まで
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古河市道0101号線
古河市旭町１丁目　国道125号交差（古河駅入口交差
点）から

古河警察署まで

古河市道0110号線 古河市下辺見　古河市道交差から 陸上自衛隊第一施設団（古河）まで

古河市道0114号線 古河市下辺見　国道354号交差から 関東通運㈱2号倉庫まで

古河市道0135号線 猿島郡境町猿山　主要地方道結城野田線交差から 関東西濃運輸（株）古河支店まで

古河市道0229号線,総和4099号線 古河市大堤　国道125号交差（大堤（北）交差点）から 古河赤十字病院まで

古河市道0233号線 古河市下大野 一般県道境間々田線交差から 古河市役所まで

古河市道1304号線 古河市上片田 国道4号交差から つるみ脳神経病院まで

古河市道古河0105号線 古河市常盤町　国道4号交差から 古河保健所まで

古河市道古河0691号線 古河市本町1丁目　一般県道野木古河線交差から 古河市本町1丁目　一般県道古河停車場線交差まで

古河市道総和0377号線,総和0379号
線,総和0382号線

古河市小堤　国道125号交差から （株）初美運輸倉庫丘里センター（営）まで

石岡市道A0106号線 石岡市柏原　石岡市道交差から 石岡市柏原地先まで

石岡市道A0114号線
石岡市石岡１丁目　国道6号交差（石岡市役所入口交
差点）から

石岡市役所まで

石岡市道A2127号線 石岡市柏原　国道355号交差から 石岡市柏原　石岡市道交差まで

石岡市道A2128号線 石岡市柏原　石岡市道交差から 石岡市柏原　石岡市道交差まで

石岡市道A0214号線,A2132号線 石岡市柏原町　石岡市道交差から 石岡市柏原　国道355号交差まで

石岡市道A2175号線 石岡市柏原　石岡市道交差から 石岡市柏原地先まで

石岡市道A2177号線 石岡市柏原　主要地方道石岡筑西線交差から 石岡市柏原　石岡市道交差まで

石岡市道A2180号線 石岡市柏原　主要地方道石岡筑西線交差から 石岡市柏原　石岡市道交差まで

石岡市道A2182号線,A2181号線 石岡市柏原　石岡市道交差から 石岡市柏原　石岡市道交差まで

石岡市道A2239号線 石岡市柏原　主要地方道石岡筑西線交差から 石岡市柏原　石岡市道交差まで

石岡市道A2470号線,A2505号
線,A2126号線,A2176号線

石岡市柏原　石岡市道交差から 石岡市柏原　石岡市道交差まで

結城市道0109号線
結城市結城下り松 国道50号交差（文化センター南交差
点）から

結城市役所まで

結城市道3170号線
結城市結城公達　主要地方道結城野田線交差（城南
小入口交差点）から

結城病院まで

龍ケ崎市道第2-195号線 龍ケ崎市根町　主要地方道竜ヶ崎潮来線交差から 稲敷広域消防本部まで

龍ケ崎市道第4-211号線
龍ケ崎市田町　主要地方道竜ヶ崎潮来線交差（竜ヶ崎
保健所前交差点）から

竜ヶ崎保健所まで

龍ケ崎市道第8-182号線
龍ケ崎市中里１丁目 一般県道八代庄兵衛新田線交差
から

龍ケ崎市中里１丁目 主要地方道竜ヶ崎阿見線交差
（藤ヶ丘7北交差点）まで

下妻市道115号線 下妻市本城町２丁目 一般県道谷和原筑西線交差から 下妻市役所まで

下妻市道2031号線 下妻市江　主要地方道結城下妻線交差から 平間病院まで

下妻市道3441号線 下妻市北大宝　一般県道谷和原筑西線交差から （株）メディセオ下妻支店まで

下妻市道5576号,5116号線 下妻市鎌庭 主要地方道つくば古河線交差から 流域下水道事務所県西浄化センターまで

常総市道1-0117号線 常総市坂手町　常総市道交差から 常総市坂手町　坂手工業団地まで

常総市道1543号線
常総市水海道森下町　一般県道谷和原筑西線交差か
ら

水海道さくら病院まで

常総市道1710号線
常総市水海道諏訪町　国道354号交差（諏訪町東交差
点）から

常総市役所まで
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常総市道2-0107号線 常総市古間木　一般県道高崎坂東線交差から 前山倉庫（株）石下倉庫A棟まで

常総市道2-0114号線,常総市道2-
0115号線

常総市収納谷　国道294号交差から 常総市古間木　一般県道高崎坂東線交差まで

常総市道2-0206号線 常総市国生　一般県道高崎坂東線交差から サンエイ物流倉庫国生営業用倉庫まで

常総市道3206号線 常総市大塚戸町篠山　一般県道坂東菅生線交差から 水海道浄水場まで

常総市道3540号線
常総市坂手町坂手工業団地　主要地方道取手豊岡線
交差から

常総市坂手町本郷　常総市道交差まで

常総市道3542号線 常総市坂手町染色団地　常総市道交差から 常総市坂手町坂手工業団地　常総市道交差まで

常総市道3544号線
常総市坂手町染色団地　主要地方道取手豊岡線交差
から

常総市坂手町坂手工業団地　常総市道交差まで

常総市道東0560号線,2-0103号線
常総市新石下　一般県道谷和原筑西線交差（常総工
事事務所入口交差点）から

常総工事事務所まで

常陸太田市道0109号線,0212号
線,2015号線

常陸太田市山下町　国道293号交差（山下町交差点）
から

西山堂病院まで

常陸太田市道4478号線
常陸太田市金井町　国道349号交差（金井町交差点）
から

常陸太田市役所まで

常陸太田市道太1361号線,太1363号
線

常陸太田市三才町　国道349号交差（合同庁舎入口交
差点）から

常陸太田合同庁舎まで

高萩市道1152号線 高萩市下手綱　主要地方道高萩インター線交差から 高萩工事事務所まで

高萩市道116号線,1676号線,1703号
線

高萩市上手綱 主要地方道高萩インター線交差から 高萩協同病院まで

高萩市道1661号線,1357号線
高萩市本町2丁目　一般県道高萩停車場線交差（高萩
駅交差点）から

高萩合同庁舎まで

高萩市道203号線
高萩市赤浜　国道6号交差（松久保工業団地入口交差
点）から

松久保工業団地まで

高萩市道206号線
高萩市本町1丁目　一般県道高萩停車場線交差（高萩
市役所入口交差点）から

高萩市役所まで

高萩市道217号線,1755号線 高萩市上手綱 主要地方道高萩インター線交差から やすらぎの丘温泉病院まで

北茨城市道0109号線,3331号
線,3314号線

北茨城市磯原町磯原　北茨城市道交差から 北茨城市役所まで

北茨城市道2281号線
北茨城市磯原町上相田　主要地方道日立いわき線交
差から

上相田工業団地まで

北茨城市道3405号線
北茨城市磯原町本町２丁目　主要地方道北茨城大子
線交差から

JR磯原駅まで

北茨城市道4202号線,4187号線
北茨城市関南町神岡下　国道6号交差（大津港入口交
差点）から

北茨城市関南町仁井田　（大津漁港）臨港道路まで

北茨城市道5371号線
北茨城市関本町関本中 一般県道里根神岡上線交差
から

北茨城市民病院まで

笠間市道（笠）2336号線,2350号線
笠間市笠間 国道355号交差（芸術の森公園入口交差
点）から

笠間芸術の森公園まで

笠間市道2007号線 笠間市平町　国道355号交差から 涸沼川浄水場まで

取手市道0132号線 取手市大曲　国道6号交差から 取手市萱場　一般県道谷田部藤代線交差まで

取手市道0134号線 取手市藤代南3丁目　一般県道長沖藤代線交差から 北浦川緑地まで

取手市道0203号線 取手市野々井 取手市道交差から 取手北相馬保健医療センター医師会病院まで

取手市道1-3282号線,1-3453号線 取手市寺田　取手市道交差から JAとりで総合医療センターまで

取手市道1526号線
取手市寺田　国道294号交差（取手市役所入口交差
点）から

取手市役所まで

取手市道2-3102号線 取手市下萱場　一般県道谷田部藤代線交差から ハートフルふじしろ病院まで

取手市道2-4405号線 取手市椚木　一般県道守谷藤代線交差から 藤代地区河川防災ステーションまで

牛久市道18号線,23号線
牛久市田宮町　国道6号交差（牛久駅西入口交差点）
から

牛久市青果市場まで

牛久市道22号線,2720号線
牛久市栄町5丁目　一般県道牛久停車場線交差（栄町
5丁目交差点）から

牛久市役所まで
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牛久市道22号線 牛久市柏田町　国道408号交差（中柏田交差点）から つくばセントラル病院まで

牛久市道249号線
牛久市猪子町　国道408号交差（牛久愛和病院入口交
差点）から

牛久愛和総合病院まで

つくば市道1015号線,2017号線
つくば市春日2丁目　国道408号交差（春日3丁目交差
点）から

筑波メディカルセンタ-病院まで

つくば市道1級55号線,5-1422号線 つくば市柳橋　主要地方道取手つくば線交差から 筑波西部工業団地まで

つくば市道1級56号線 つくば市御幸が丘地先から つくば市御幸が丘地先まで

つくば市道1級66号線 つくば市西大井　国道408号交差（大井北交差点）から
つくば市高崎　一般県道谷田部牛久線（高崎十字路交
差点）まで

つくば市道2024号線
つくば市松代４丁目　国道408号交差（保健所前交差
点）から

つくば保健所まで

つくば市道2級41号線 つくば市境田 主要地方道取手つくば線交差から つくば市境田 一般県道谷田部藤代線交差まで

つくば市道2級46号線 つくば市上横場　国道345号交差から （財）筑波学園病院まで

つくば市道4-1289号線,4-1254号
線,4-1256号線

つくば市上境　一般県道藤沢荒川沖線交差から つくばへリポート管理事務所まで

つくば市道4-4230号線,1級50号
線,4-3189号線

つくば市並木 土浦つくば線交差（並木1丁目交差点）
から

筑波病院まで

つくば市道5-1429号線 つくば市御幸が丘　つくば市道交差から つくば市苅間　つくば市道交差まで

つくば市道5-1711号線
つくば市研究学園１丁目　主要地方道取手つくば線交
差（つくば市役所前交差点）から

つくば市役所まで

つくば市道5-3483号線 つくば市谷田部　一般県道谷田部藤代線交差から 沼尻産業（株）谷田部物流センターまで

つくば市道5-3639号線,5-3642号
線,5-3687号線

つくば市みどりの 国道354号交差（上萱丸交差点）から 東日本高速道路（株）関東支社つくば工事事務所まで

つくば市道7-3020号線
つくば市研究学園１丁目　主要地方道取手つくば線交
差（研究学園西交差点）から

つくば市消防本部まで

ひたちなか市道1級12号線
ひたちなか市高野 主要地方道瓜連馬渡線（高野十字
路交差点）から

ひたちなか市高場 ひたちなか市道交差（高場十字路
交差点）まで

ひたちなか市道1級16号線
茨城県ひたちなか市表町　ひたちなか市道交差（表町
中央交差点）から

ひたちなか総合病院まで

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

JR勝田駅前広場まで

ひたちなか市道1級8号線,中央地区
474号線

ひたちなか市中根 主要地方道水戸勝田那珂湊線交差
から

勝田病院まで

ひたちなか市道中央地区2級12号線 ひたちなか市東石川2丁目　ひたちなか市道交差から ひたちなか市役所まで

ひたちなか市道湊1級1号線
ひたちなか市和田町3丁目　（那珂湊漁港）臨港道路交
差から

ひたちなか市湊本町 ひたちなか市道交差まで

ひたちなか市道湊2級6号線 ひたちなか市阿字ケ浦町　一般県道磯崎港線交差から ひたちなか市新光町　一般県道磯崎港線交差まで

ひたちなか市道湊中部地区35号線
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

ひたちなか市湊本町 ひたちなか市道交差（魚市場前
交差点）まで

ひたちなか市道湊北部409号線 ひたちなか市新光町　一般県道那珂湊大洗線交差から ひたちなか保健所まで

鹿嶋市道0103号線 鹿嶋市宮中　国道51号交差（宮中北交差点）から 小山記念病院まで

鹿嶋市道0105号線
鹿嶋市宮中　国道124号交差（鹿嶋市役所西交差点）
から

鹿嶋市役所まで

鹿嶋市道0105号線,8010号線,8022
号線

鹿嶋市宮中　国道124号交差（鹿嶋市役所西交差点）
から

鹿嶋警察署まで

鹿嶋市道0109号線,5246号線,5533
号線

鹿嶋市宮中　主要地方道茨城鹿島線交差から 鹿行水道事務所まで

鹿嶋市道8268号線 鹿嶋市粟生　一般県道粟生木崎線交差から 鹿島港湾・空港整備事務所まで

潮来市道（潮）1級13号線 潮来市延方　主要地方道水戸神栖線交差から 鹿島物流㈱潮来倉庫まで

潮来市道（潮）1059号線 潮来市潮来　一般県道潮来佐原線交差から 潮来港（地方）まで

潮来市道（潮）928号線
潮来市潮来　国道51号交差（土木事務所入口交差点）
から

潮来土木事務所まで
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守谷市道102号線
守谷市御所ケ丘1丁目 国道294号交差（新守谷駅前交
差点）から

総合守谷第一病院まで

守谷市道109号線
守谷市立沢　主要地方道野田牛久線交差（野目里塚
交差点）から

守谷慶友病院まで

守谷市道3030号線
守谷市中央一丁目　国道294号交差（守谷駅入口交差
点）から

TX守谷駅まで

守谷市道4026号線 守谷市大柏　主要地方道取手豊岡線交差から 守谷SAまで

守谷市道4062号線 守谷市大柏　主要地方道取手豊岡線交差から 守谷SAまで

常陸大宮市道10216号線
常陸大宮市中富町　国道118号交差（市役所入口交差
点）から

常陸大宮市役所まで

常陸大宮市道1-11号線,2-10号線 常陸大宮市東富町　国道118号交差から 常陸大宮土木事務所まで

常陸大宮市道1-4号線
常陸大宮市泉　国道118号交差（大宮警察署前交差
点）から

大宮警察署まで

常陸大宮市道21153号線 常陸大宮市姥賀町 国道118号交差から ひたちなか保健所常陸大宮支所まで

常陸大宮市道21307号線
常陸大宮市田子内町 国道293号交差（済生会病院前
交差点）から

常陸大宮済生会病院まで

那珂市道60021号線,82634号線 那珂市鴻巣　主要地方道瓜連馬渡線交差から 那珂市役所まで

那珂市道6-0023号線
那珂市菅谷鷺内 主要地方道瓜連場渡線交差（ひば
りヶ丘交差点）から

小豆畑病院まで

那珂市道8-2743号線 那珂市豊喰 国道118号交差から 県中央水道事務所まで

筑西市道 下1級-15号線,関1級-13
号線

筑西市下野殿  一般県道谷和原筑西線交差（下野殿
交差点）から

県西水道事務所まで

筑西市道 下1級-37号線,下5B-588
号線

筑西市一本松  筑西市道交差から 東邦薬品（株）下館営業所まで

筑西市道下1級-28号線,下5B-585
号線,下5B-81号線,下5B-75号線

筑西市大町　主要地方道石岡筑西線交差（本城町交
差点）から

筑西保健所まで

筑西市道下3B-367号線,下3B-475
号線

筑西市玉戸　国道50号交差から 五光物流㈱玉戸倉庫まで

筑西市道下5B-88号線
筑西市丙　一般県道下館停車場線交差（アルテリオ前
交差点）から

宮田医院まで

筑西市道関2級-13号線,関3B-495
号線,関3B-483号線

筑西市木戸　国道294号交差から 大圃病院まで

坂東市道岩1級13号線 坂東市岩井 国道354号交差（岩井交番西交差点）から 坂東市辺田 国道354号交差（辺田交差点）まで

稲敷市道（江）1級21号線 稲敷市犬塚　一般県道稲敷阿見線交差から 稲敷市役所まで

稲敷市道（江）3544号線（江戸崎新
利根線バイパス供用開始まで）

稲敷市沼田　首都圏中央連絡自動車道（稲敷IC）から 稲敷市江戸崎　一般県道稲敷阿見線交差まで

かすみがうら市道0011号線 かすみがうら市上土田　かすみがうら市道交差から かすみがうら市消防本部まで

かすみがうら市道6-0001号線
かすみがうら市上土田　国道6号交差（千代田庁舎入口
交差点）から

かすみがうら市役所まで

かすみがうら市道6-0012号線,6-
0013号線

かすみがうら市上稲吉　国道6号交差（上稲吉交差点）
から

入江金属工業（株）土浦倉庫まで

桜川市道0141号線,Y1016号線 桜川市高森 一般県道東山田岩瀬線交差から さくらがわ地域医療センターまで

神栖市道1-2号線
神栖市波崎西部本郷　国道124号交差（波崎総合支所
入口交差点）から

波崎総合支所・防災センターまで

神栖市道1-9号線,1371号線,1393号
線

神栖市波崎東部東明神前　一般県道深芝浜波崎線交
差から

神栖市波崎新港　（波崎漁港）臨港道路交差まで

神栖市道2-26号線 神栖市砂山　一般県道須田奥野谷線交差から 神栖市砂山　一般県道深芝浜波崎線交差まで

神栖市道3163号線 神栖市砂山　一般県道須田奥野谷線交差から 神栖市砂山　一般県道深芝浜波崎線交差まで

神栖市道3164号線 神栖市砂山　神栖市道交差から 神栖市砂山　一般県道須田奥野谷線交差まで

神栖市道3165号線 神栖市砂山　神栖市道交差から 神栖市砂山　一般県道須田奥野谷線交差まで

神栖市道3166号線 神栖市砂山　一般県道須田奥野谷線交差から 神栖市砂山　一般県道深芝浜波崎線交差まで
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神栖市道3167号線 神栖市砂山　神栖市道交差から 神栖市砂山　一般県道深芝浜波崎線交差まで

神栖市道6-9号線,6-16号線,8-606
号線

神栖市知手 国道124号交差から 軽野港まで

神栖市道6-9号線,8-299号線 神栖市筒井 主要地方道水戸神栖線交差から 白十字総合病院まで

神栖市道8-0871号線
神栖市知手中央７丁目　一般県道須田奥野谷線交差
（済生会病院前交差点）から

神栖済生会病院まで

神栖市道8-100号線,8-102号線 神栖市東和田　一般県道深芝浜波崎線交差から 神栖市東和田　神栖市道8-102号線末端まで

神栖市道8-101号線 神栖市東和田　一般県道奥野谷知手線交差から 神栖市東和田　神栖市道交差まで

神栖市道8-1025号線
神栖市堀割１丁目　国道124号交差（掘割1丁目交差
点）から

（株）メディセオ鹿島支店まで

神栖市道8-103号線,8-1227号線 神栖市東和田　一般県道深芝浜波崎線交差から 鹿島下水道事務所まで

神栖市道8-104号線
神栖市奥野谷浜　一般県道深芝浜波崎線交差（深芝
浜交差点）から

神栖市東和田　神栖市道8-104号線末端まで

神栖市道8-109号線
神栖市東深芝　神栖市道交差（港公園入口交差点）か
ら

鹿島港湾事務所まで

神栖市道8-110号線 神栖市東深芝　神栖市道交差から 神栖市東深芝　神栖市道8-110号線末端まで

神栖市道8-111号線 神栖市東深芝　神栖市道交差から 神栖市東深芝　神栖市道8-111号線末端まで

神栖市道8-1228号線 神栖市南浜　神栖市道交差から 神栖市南浜　神栖市道交差まで

神栖市道8-1229号線
神栖市奥野谷浜　一般県道深芝浜波崎線交差（知手
歩道橋交差点）から

神栖市南浜　神栖市道交差まで

神栖市道8-1230号線 神栖市南浜　神栖市道交差から 神栖市南浜　神栖市道交差まで

神栖市道8-1233号線 神栖市南浜　神栖市道交差から 神栖市日川　神栖市道8-1233号線末端まで

神栖市道8-1294号線 神栖市南浜　神栖市道交差から 神栖市南浜　神栖市道交差まで

神栖市道8-1583号線 神栖市南浜　神栖市道交差から 神栖市南浜　神栖市道8-1583号線末端まで

神栖市道8-1593号線 神栖市日川浜　神栖市道交差から 神栖市柳川若ノ松　神栖市道交差まで

神栖市道8-1620号線 神栖市奥野谷浜　神栖市道交差から 神栖市奥野谷浜　神栖市道8-1620号線末端まで

神栖市道8-1619号線 神栖市東和田　一般県道深芝浜波崎線交差から 神栖市東和田　一般県道深芝浜波崎線交差まで

神栖市道8-1621号線 神栖市奥野谷浜　一般県道深芝浜波崎線交差から 神栖市北浜地先まで

神栖市道8-1731号線 神栖市奥野谷浜　神栖市道交差から 神栖市奥野谷浜　神栖市道交差まで

神栖市道8-505号線,神栖市道8-500
号線

神栖市木崎　国道124号交差（神栖市役所前交差点）
から

神栖市役所まで

鉾田市道8-5062号線 鉾田市鉾田　主要地方道小川鉾田線交差から 高須病院まで

鉾田市道8-5103号線,8-5014号線
鉾田市鉾田 主要地方道水戸鉾田佐原線交差（鉾田市
役所入口交差点）から

潮来保健所鉾田支所まで

鉾田市道8-5104号線,8-5105号線 鉾田市大字塔ヶ崎　主要地方道小川鉾田線交差から 鉾田警察署まで

つくばみらい市道105号線,5-3323号
線

つくばみらい市台　一般県道赤浜谷田部線交差から 沼尻産業（株）つくばアーカイブセンターまで

つくばみらい市道133号線
つくばみらい市福田 一般県道常総取手線交差（福田
交差点）から

つくばみらい市役所まで

小美玉市道玉23号線 小美玉市栗又四ケ　国道355号交差から 石岡循環器科脳神経外科病院まで

小美玉市道玉5号線,玉21号線 小美玉市栗又四ケ　国道355号交差から 石岡地区通運（株）A棟まで

小美玉市道小109号線
小美玉市小川　一般県道紅葉石岡線交差（小川総合
支所入口交差点）から

小美玉市消防本部まで

小美玉市道小116号線,小30614号
線,小30607号線,小115号線

小美玉市下吉影 主要地方道水戸神栖線交差から 航空自衛隊第7航空団（百里）まで
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小美玉市道美1-9号線 小美玉市堅倉　国道6号交差（堅倉中央交差点）から 美野里運送倉庫（株）美野里運送倉庫2号まで

小美玉市道美230号線 小美玉市西郷地　国道6号交差から 十和運送㈱倉庫A棟まで

茨城町道110号線
東茨城郡茨城町大戸上郷 主要地方道内原塩崎線交
差から

東茨城郡茨城町近藤　茨城町道交差まで

茨城町道217号線 東茨城郡茨城町近藤　茨城町道交差から 茨城県赤十字血液センターまで

茨城町道2525号,2567号線
東茨城郡茨城町中央工業団地　主要地方道玉里水戸
線交差から

東邦薬品（株）水戸営業所まで

茨城町道4002号線
東茨城郡茨城町小堤　主要地方道大洗友部線交差か
ら

茨城町役場まで

大洗町道6-07号線
東茨城郡大洗町桜道 主要地方道水戸鉾田佐原線交
差（大洗駅入口交差点）から

鹿島臨海鉄道（株）まで

大洗町道8-1118号線
東茨城郡大洗町磯浜町　主要地方道水戸鉾田佐原線
交差から

大洗町消防本部まで

大洗町道8-2087号線,8-2002号線
東茨城郡大洗町港中央　主要地方道水戸鉾田佐原線
交差から

大洗海岸病院まで

城里町道1473号線,1523号線
東茨城郡城里町石塚　主要地方道日立笠間線交差
（笠間街道入口交差点）から

城里町役場まで

東海村道0103号線,0106号線
那珂郡東海村舟石川駅東２丁目 主要地方道常陸那珂
港山方線交差（合同庁舎前交差点）から

JR東海駅まで

東海村道0106号線 東海村立東海病院から
那珂郡東海村村松押延 一般県道豊岡佐和停車場線
交差まで

東海村道1057号線
那珂郡東海村東海３丁目　主要地方道常陸那珂港山
方線交差（東海村役場入口交差点）から

東海村役場まで

大子町道2459号線
久慈郡大子町大子　国道461号交差（大子町役場前交
差点）から

大子工務所まで

美浦村道101号線
稲敷郡美浦村受領 国道125号交差（美浦中央跨道橋）
から

美浦村役場まで

美浦村道2231号線 稲敷郡美浦村大谷　国道125号交差から 美浦中央病院まで

美浦村道2924号線 稲敷郡美浦村大山 一般県道上新田木原線交差から 大山水防拠点まで

阿見町道1052号線
稲敷郡阿見町住吉２丁目　主要地方道土浦竜ヶ崎線交
差（阿見住吉交差点）から

陸上自衛隊朝日燃料支処（朝日分屯地）まで

阿見町道4337号線 稲敷郡阿見町追原　一般県道稲敷阿見線交差から 阿見浄水場まで

河内町道2218号線
稲敷郡河内町源清田　主要地方道取手東線交差（河
内町役場交差点）から

河内町役場まで

八千代町道2007号線
結城郡八千代町菅谷　国道125号交差（八千代町役場
入口交差点）から

八千代町役場まで

五霞町道 55号線,3446号線,1619号
線,1577号線,3467号線

山王地区河川防災ステーションから 五霞町江川　一般県道西関宿栗橋線交差まで

境町道1-24号線
猿島郡境町境旭町　主要地方道結城野田線交差（旭
町交差点）から

境町役場まで

境町道1-3号線
猿島郡境町長井戸　主要地方道結城野田線交差（長
井戸交差点）から

境工事事務所まで

境町道1-3号線
猿島郡境町長井戸　主要地方道結城野田線交差（長
井戸交差点）から

猿島郡境町長井戸　一般県道尾崎境線交差（長井戸
西交差点）まで

境町道1661号線 猿島郡境町長井戸　一般県道尾崎境線交差から 茨城西南医療センター病院まで

利根町道2220号線
北相馬郡利根町中田切 主要地方道千葉竜ヶ崎線交
差から

北相馬郡利根町布川 主要地方道取手東線交差まで

利根町道2523号線 北相馬郡利根町羽中 主要地方道取手東線交差から 流域下水道事務所　利根浄化センターまで

（茨城港常陸那珂港区）臨港道路6
号線

ひたちなか市長砂 一般県道常陸海浜公園線交差から 流域下水道事務所 那珂久慈浄化センターまで

（茨城港大洗港区）臨港道路1号線
東茨城郡大洗町港中央　（茨城港大洗港区）臨港道路
交差から

茨城港湾事務所大洗港区事務所まで

（茨城港日立港区）臨港道路1号線
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

日立市久慈町１丁目　（茨城港日立港区）臨港道路交
差まで

（茨城港日立港区）臨港道路2号線
日立市久慈町１丁目　国道245号交差（久慈派出所前
交差点）から

茨城港湾事務所日立港区事業所まで

（臨港道路）
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※概ね5年以内に供用予定も含む第3次緊急輸送道路

（茨城港日立港区）臨港道路5号線
第5埠頭道路

日立市留町　国道245号交差（留町交差点）から 東京ガス（株）日立LNG基地まで

（鹿島港）南公共埠頭臨港道路）
神栖市奥野谷　一般県道奥野谷知手線交差（南公共
埠頭入口交差点）から

鹿島埠頭（株）鹿島港南物流センターまで

（那珂湊漁港）臨港道路V4 ひたちなか市和田町３丁目　ひたちなか市道交差から 那珂湊漁港まで

（那珂湊漁港）臨港道路V7 ひたちなか市和田町３丁目　ひたちなか市道交差から 第三管区海上保安本部　茨城海上保安部まで

久慈漁港進入路
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

日立市久慈町１丁目　（久慈漁港）臨港道路交差まで

（土浦港）新港地区臨港道路 土浦市湖北2丁目　土浦市道交差から 土浦港（地方）まで

（会瀬漁港）臨港道路6-① 日立市会瀬町１丁目　（会瀬漁港）臨港道路交差から 会瀬漁港まで

（会瀬漁港）臨港道路6-③ 日立市会瀬町１丁目　一般県道会瀬港線交差から 日立市会瀬町１丁目　（会瀬漁港）臨港道路交差まで

（大津漁港）臨港道路V2 北茨城市大津町　（大津漁港）臨港道路末端から 大津漁港まで

（大津漁港）臨港道路V3 北茨城市関南町仁井田　北茨城市道から 大津漁港まで

（磯崎漁港）臨港道路V2
ひたちなか市磯崎町　一般県道中根平磯磯崎線交差
から

磯崎漁港まで

（久慈漁港）臨港道路V5,V6 日立市久慈町１丁目　久慈漁港進入路から 久慈漁港まで

（平潟漁港）臨港道路W2 北茨城市平潟町　一般県道平潟港線交差から 平潟漁港まで

（波崎漁港）臨港道路W3,W4,W5,W6 神栖市波崎　神栖市道から 波崎漁港まで

（鹿島港）臨港道路北公共1号線 神栖市居切　一般県道粟生木崎線交差から 神栖市居切　神栖市道交差まで
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