
先制的通行止め実施箇所一覧表

番号 警察署 場所・区間 距離 道路名

1 水戸 水戸市常磐町6349番地先から水戸市見川１丁目７番地の３先まで（偕楽園下交差点から桜山三叉路まで） 950m 市道

2 水戸 水戸市渡里町2938番地の４先から水戸市藤井町299番地２先まで 4800ｍ 国道123号

3 水戸 水戸市吉沼町795番地３先から水戸市吉沼町356番地１先まで（吉沼町交差点から勝田橋南側まで） 600ｍ 県道馬渡水戸線

4 水戸 東茨城郡大洗町大貫町597番地２先から水戸市下入野町992番地１先まで（大洗駅南交差点から下入野交差点まで） 3500ｍ 県道長岡大洗線

5 笠間 笠間市上加賀田63番地先から笠間市上加賀田117番地先まで 300ｍ 県道稲田友部線

6 笠間 笠間市池野辺2340番地１先（スターツ笠間ゴルフ倶楽部北側） 500ｍ 県道真端水戸線

7 笠間 笠間市来栖275番地６先（ＪＲ笠間駅西側アンダーパス） 100ｍ 市道

8 笠間 笠間市鴻巣657番地先から笠間市東平１丁目15番６号先まで（アンダーパス） 50ｍ 市道

9 笠間 笠間市安居2234番地１先から笠間市押辺1176番地２先まで（アンダーパス） 200ｍ 市道

10 笠間 東茨城郡城里町大字那珂西2010番地１先から東茨城郡城里町那珂西3180番地５先まで 700ｍ 国道123号

11 笠間 東茨城郡城里町大字御前山37番地先から東茨城郡城里町大字御前山122番地２先まで（道の駅かつら前） 600ｍ 国道123号

12 笠間 東茨城郡城里町大字上圷1129番地１先から東茨城郡城里町下圷3026番地１先まで（三差路から千代橋まで） 1600ｍ 主要地方道日立笠間線

13 笠間 東茨城郡城里町大字下圷378番地２先から東茨城郡城里町大字下圷1848番地先まで 1000ｍ 町道

14 ひたちなか ひたちなか市勝倉1093番地５先からひたちなか市勝倉597番地１先まで（波穂打交差点から勝田橋北側まで） 500m 県道馬渡水戸線

15 ひたちなか ひたちなか市田中後９番地４先からひたちなか市湊本町６番地17先まで（関戸北交差点から湊本町交差点まで） 2300ｍ 主要地方道水戸那珂湊線

16 ひたちなか ひたちなか市南神敷台17番地６先からひたちなか市栄町１丁目４番５号先まで（しあわせぷらざ北交差点から栄町丁字路交差点まで） 1400ｍ 市道

17 ひたちなか ひたちなか市大字枝川1794番地10先からひたちなか市大字勝倉3959番地先まで（卸売市場入口交差点から波穂打交差点まで） 2540ｍ 主要地方道水戸勝田那珂湊線

18 ひたちなか ひたちなか市大字市毛631番地４先からひたちなか市大字市毛426番地８先まで 300m 市道

19 那珂 那珂市下江戸17番地先から那珂市下江戸95番地１先まで（千代橋手前から常陸大宮市との境界まで） 550ｍ 主要地方道日立笠間線

20 大宮 常陸大宮市山方1185番地の１先から常陸大宮市山方656番地先まで（山方宿南交差点から岩井橋交差点まで） 2200ｍ 国道118号

21 大宮 常陸大宮市三美432番地先から常陸大宮市野口1425番地先まで（三美十文字から野口交差点まで） 2400ｍ 主要地方道常陸大宮御前山線

22 大宮 常陸大宮市辰ノ口2253番地先から常陸大宮市富岡1551番地の１先まで（辰ノ口交差点から富岡橋東交差点まで） 3500ｍ 県道山方常陸大宮線

23 大宮 常陸大宮市泉293番地の６先から常陸大宮市富岡198番地の１先まで（久保内交差点から富岡下坪交差点まで） 1600ｍ 市道

24 大宮 常陸大宮市上小瀬1413番地の４先から常陸大宮市門井131番地先まで（上小瀬交差点から） 4700ｍ 主要地方道那須烏山御前山線

25 大宮 常陸大宮市山方656番地先から常陸大宮市盛金1494番地先まで（岩井橋交差点から大子町との境界まで） 6100ｍ 国道118号

26 大宮 常陸大宮市野口1425番地先から常陸大宮市野田1620番地１先まで（野口交差点から栃木県との境界まで） 8900ｍ 国道123号

27 大宮 常陸大宮市下町1492番地の３先から常陸大宮市富岡2223番地の１先まで（下町交差点から常陸太田市との境界まで） 2600ｍ 国道293号

28 太田 常陸太田市大中町139番地先から常陸太田市大中町1468番地の６先まで（里見中入口交差点からレストランこぐま西側まで） 1300ｍ 市道

29 太田 常陸太田市春友町332番地先から常陸太田市町屋町1277番地先まで（春友町交差点から黒磯橋東側まで） 1200ｍ 市道

30 太田 常陸太田市花房町158番地先から常陸太田市花房町地内まで（花房町交差点から常陸大宮市との境界まで） 1600ｍ 国道293号

31 大子 久慈郡大子町大字川山190番地１先から久慈郡大子町大字大子508番地先まで（川山交差点から池田橋西側丁字路まで） 2900ｍ 主要地方道大子那須線

32 大子 久慈郡大子町大字北田気38番地先から久慈郡大子町大字袋田1442番地12先まで（北田気丁字路から袋田滝入口交差点まで） 1400ｍ 国道118号

33 大子 久慈郡大子町大字大子324番地先から久慈郡大子町大字池田2832番地１先まで（愛宕町丁字路から湯の里大橋交差点まで） 1300ｍ 国道461号

34 大子 久慈郡大子町大字大子585番地先から久慈郡大子町大字大子791番地９先まで（谷田部鉄工所脇丁字路から大子町役場前交差点まで） 600ｍ 主要地方道大子那須線

35 大子 久慈郡大子町大字大子791番地９先から久慈郡大子町大字北田気540番地４先まで（大子町役場前交差点から北田気交差点まで） 1000ｍ 町道

36 日立 日立市川尻町３丁目22番１号先から日立市折笠町213番地先まで（小貝浜入口交差点から折笠交差点まで） 1750ｍ 国道６号

37 日立 日立市十王町友部1228番地先から日立市十王町友部383番地１先まで（川上交差点から城の丘交差点まで） 2400ｍ 主要地方道日立いわき線

38 日立 日立市十王町友部1701番地１先から日立市十王町友部129番地先まで（十王支所前交差点から十王郵便局前交差点まで） 720ｍ 県道高萩友部線

39 日立 日立市川尻町１丁目35番12号先から日立市十王町友部129番地先まで（十王駅入口交差点から十王郵便局前交差点まで） 2300ｍ 県道十王停車場川尻線

40 日立 日立市千石町１丁目13番10号先から日立市東多賀町５丁目10番16号先まで（千石町１丁目交差点から東多賀５丁目北交差点まで） 250ｍ 主要地方道日立笠間線

41 日立 日立市多賀町１丁目１番１号先から日立市千石町３丁目１番９号先まで（常陸多賀駅西交差点から千石町ガード下交差点まで） 300ｍ 市道

42 日立 日立市留町2298番地６先（ＪＲ常磐線高架下） 200ｍ 国道293号

43 日立 日立市石名坂町１丁目７番20号先から那珂郡東海村大字石神外宿1350番地３先まで（石名坂交差点から石神十字路まで） 5000ｍ 国道６号

44 日立 日立市久慈町４丁目144番地４先から那珂郡東海村大字白方１番地１先まで（新茂宮川橋北交差点から原電前丁字路まで） 3000ｍ 国道245号

45 日立 日立市留町2435番地17先から常陸太田市大森町1152番地先まで（留町交差点から大森町交差点まで） 4500ｍ 国道293号

46 日立 日立市南高野55番地先から那珂郡東海村大字石神内宿981番地１先まで（久慈団地入口交差点から内宿十字路まで） 3700ｍ 県道日立東海線及び市道

47 高萩 北茨城市中郷町下桜井248番地先から北茨城市磯原町磯原2553番地90先まで（大北橋南交差点から二ツ橋交差点まで） 2600ｍ 国道６号

48 高萩 北茨城市関南町神岡下2980番地１先から北茨城市関南町神岡下3359番地先まで（市民病院南交差点から湯乃網公民館前まで） 1400ｍ 県道山根大津港線

49 高萩 北茨城市中郷町小野矢指91番地４先から北茨城市中郷町日棚49番地１先まで（中郷ニュータウン入口交差点から中郷工業団地入口交差点まで） 2100ｍ 県道里見中郷停車場線

50 鉾田 鉾田市塔ヶ崎1015番地69先から鉾田市当間204番地先まで（塔ヶ崎交差点から三差路まで） 800ｍ 主要地方道小川鉾田線

51 鉾田 鉾田市塔ヶ崎1065番地先から鉾田市野友567番地１先まで（フードスクエアカスミ鉾田店脇から割烹よこ多南側交差点まで） 500ｍ 主要地方道水戸鉾田佐原線

52 鉾田 鉾田市串挽424番地先から鉾田市鉾田2513番地１先まで（串挽交差点から旭町交差点まで） 1000ｍ 主要地方道水戸鉾田佐原線

53 鉾田 鉾田市串挽424番地先から鉾田市塔ヶ崎1065番地69先まで（串挽交差点から塔ヶ崎交差点まで） 1500ｍ 主要地方道水戸鉾田佐原線

54 鹿嶋 鹿嶋市大字宮中3828番地先から鹿嶋市大字沼尾193番地30先まで（爪木北交差点から） 2700ｍ 主要地方道茨城鹿島線

55 鹿嶋 鹿嶋市大字谷原457番地先から鹿嶋市大字大船津2659番地先まで（谷原交差点から大船津交差点まで） 4100ｍ 県道須賀北埠頭線

56 鹿嶋 鹿嶋市宮中２丁目６番26号先から鹿嶋市宮下４丁目６番５号先まで（鹿島神宮入口交差点から厨台交差点まで） 600ｍ 主要地方道茨城鹿島線

57 鹿嶋 鹿嶋市大字荒野1537番地８先から鹿嶋市大字荒野1493番地１先まで（荒野台交差点から） 600ｍ 県道鉾田鹿嶋線

58 神栖 神栖市下幡木604番地１先から神栖市鰐川25番地258先まで（鰐川橋交差点から堀割川交差点まで） 2200ｍ 県道鹿島港潮来インター線

59 神栖 神栖市鰐川25番地258先から神栖市居切1316番地２先まで（堀割川交差点から居切中央交差点まで） 520ｍ 県道鹿島港潮来インター線

60 神栖 神栖市木崎2300番地先から神栖市大野原１丁目12番１号先まで（鹿島変電所西交差点から木崎西交差点まで） 400ｍ 県道粟生木崎線

61 神栖 神栖市大野原１丁目12番１号先から神栖市木崎2406番地228先まで（木崎西交差点から木崎交差点まで） 270ｍ 国道124号

62 神栖 神栖市矢田部5783番地１先から神栖市矢田部4086番地先まで 1440ｍ 旧国道124号

63 神栖 神栖市波崎6446番地４先から神栖市波崎7179番地２先まで 440ｍ 市道

64 神栖 神栖市波崎9411番地先から神栖市波崎4568番地１先まで（波崎水道事務所脇まで） 3700ｍ 市道

65 行方 潮来市須賀南120番地５先から潮来市須賀南117番地先まで（水郷物産前から松崎土木前まで） 150ｍ 主要地方道水戸神栖線

66 行方 行方市根小屋223番地５先から行方市根小屋178番地先まで（額賀運輸脇から平山モータース前まで） 200ｍ 県道荒井行方線

67 行方 行方市小幡717番地３先から行方市小幡623番地４先まで（要郵便局前から要地区館北側まで） 150ｍ 市道

68 行方 行方市山田997番地先から行方市山田1013番地４先まで（小舟津十字路交差点） 50ｍ 主要地方道水戸鉾田佐原線

69 行方 行方市玉造甲404番地先から行方市玉造甲576番地１先まで（玉造庁舎入口交差点から玉造庁舎西交差点まで） 400ｍ 市道

70 竜ケ崎 竜ケ崎市2999番地先から竜ケ崎市緑町58番地先まで 650ｍ 主要地方道竜ケ崎潮来線
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番号 警察署 場所・区間 距離 道路名

71 竜ケ崎 竜ケ崎市泉町946番地先（牛久市との境界まで） 200ｍ 主要地方道竜ケ崎阿見線

72 牛久 稲敷郡阿見町大字吉原地内（阿見東ＩＣ出口アウトレット接続道路） 100ｍ 高速出口ランプ

73 牛久 稲敷郡阿見町大字阿見4589番地１先から稲敷郡阿見町大字阿見2670番地１先まで（西郷東交差点からかたやま耳鼻咽喉科前まで） 300ｍ 県道荒川沖阿見線

74 牛久 稲敷郡阿見町大字香澄の里29番地先から稲敷郡阿見町大字香澄の里30番地先まで（富士電機株式会社筑波製作所前） 270ｍ 県道稲敷阿見線

75 稲敷 稲敷郡美浦村大字大谷1624番地の１先から稲敷市佐倉1256番地１先まで（大谷丁字路から姥神交差点まで） 700ｍ 国道125号

76 稲敷 稲敷市江戸崎甲3008番地先から稲敷市高田2602番地先まで（浜町交差点から高田交差点まで） 1550ｍ 県道江戸崎下総線

77 稲敷 稲敷市江戸崎甲3059番地先から稲敷市江戸崎甲3175番地先まで（山本洋品店前から荒宿交差点まで） 420ｍ 市道

78 稲敷 稲敷市羽賀1849番地45先から稲敷市羽賀1654番地１先まで 700ｍ 市道

79 稲敷 稲敷市羽賀1498番地６先から稲敷市江戸崎乙723番地１先まで（羽賀丁字路からでんでんハウス前まで） 1500ｍ 主要地方道江戸崎新利根線

80 土浦 土浦市真鍋１丁目12番９号先から土浦市下高津２丁目13番12号先まで（市民会館入口交差点から下高津２丁目交差点まで） 2000ｍ 国道125号・354号

81 土浦 土浦市中央１丁目15番24号先から土浦市小松３丁目１番６号先まで（亀城公園北交差点から小松坂下交差点まで） 2100ｍ 国道125号

82 土浦 土浦市湖北２丁目８番１号先から土浦市常名832番地19先まで（霞ヶ浦浄化センター前交差点から） 5000ｍ 県道小野土浦線・市道

83 土浦 土浦市川口２丁目９番１号先から土浦市田中２丁目16番１号先まで（川口跨線橋東交差点から田中町交差点まで） 2500ｍ 県道土浦港線・市道

84 土浦 土浦市木田余49番地３先から土浦市小松３丁目１番６号先まで（木田余跨線橋東交差点から小松坂下交差点まで） 3600ｍ 県道土浦港線・市道

85 土浦 土浦市粕毛304番地１先から土浦市飯田2681番地先まで（粕毛交差点から飯田交差点まで） 1600ｍ 県道土浦大曽根線

86 土浦 土浦市桜町１丁目８番12号先から土浦市宍塚1351番地１先まで（桜町第一交差点から宍塚西交差点まで） 3800ｍ 主要地方道土浦境線

87 土浦 土浦市田土部2186番地先から土浦市田土部2242番地２先まで（彩遊舎北側田土部陸橋から田土部交差点まで） 650ｍ 県道藤沢豊里線

88 土浦 土浦市高岡1926番地先から土浦市高岡1018番地先まで 1600ｍ 県道藤沢荒川沖線

89 土浦 土浦市藤沢1746番地先から土浦市藤沢新田33番地先まで（藤沢保育園北側から栄利橋まで） 1500ｍ 県道藤沢荒川沖線

90 石岡 石岡市柿岡4236番地１先から石岡市柿岡4225番地先まで 200ｍ 主要地方道土浦笠間線

91 石岡 石岡市根小屋地内（片野地区簡易水道浄水場前から東西200ｍ） 500ｍ 市道（ふるさと農道）

92 つくば つくば市高野原新田14番地先からつくば市磯部853番地５先まで（飯村モータース前から明石北交差点まで） 700ｍ 市道

93 つくば つくば市二の宮１丁目13番地１先からつくば市東新井８番地14先まで（二の宮１丁目西交差点から小野崎交差点まで） 650ｍ 県道妻木赤塚線

94 つくば つくば市竹園１丁目14番地先からつくば市吾妻２丁目15番地１先まで（学園東交差点から吾妻３丁目交差点まで） 650ｍ 主要地方道土浦境線

95 つくば つくば市島名2993番地先からつくば市真瀬480番地３先まで（島名西交差点から原新田交差点まで） 1400ｍ 主要地方道つくば真岡線

96 つくば つくば市若森168番地２先からつくば市北条4395番地先まで（若森十字路から北条交差点まで） 3800ｍ 主要地方道取手つくば線

97 つくば つくば市小野川16番地６先からつくば市赤塚610番地17先まで（国立環境研究所前交差点から皿砂交差点まで） 750ｍ 県道妻木赤塚線

98 つくば つくば市栗原5162番地１先からつくば市下大島901番地１先まで（栗原入口交差点から下大島丁字路まで） 1500ｍ 県道藤沢豊里線

99 つくば つくば市上郷6048番地１先から常総市三坂新田2125番地１先まで（新福来橋東交差点から三坂新田西交差点まで） 2300ｍ 県道土浦板東線

100 筑西 筑西市西石田地内（新大橋西川） 700ｍ 市道

101 筑西 筑西市川澄1734番地先から筑西市南大関145番地１先まで（川澄交差点から南大関交差点まで） 1400ｍ 市道

102 筑西 筑西市船玉79番地１先から筑西市船玉127番地１先まで（有限会社華月自動車前から） 310ｍ 市道

103 筑西 筑西市伊佐山45番地１先から筑西市女方363番地１先まで 1000ｍ 市道

104 筑西 筑西市下中山561番地25先から筑西市下中山409番地８先まで（市役所入口交差点から多良棒交差点まで） 300m 県道石岡筑西線

105 筑西 筑西市下中山732番地１先から筑西市下岡崎２丁目29番３号先まで（市役所東交差点からﾀｲﾔｶﾞｰﾃﾞﾝfix筑西店まで） 300m 市道

106 筑西 筑西市下川島618番地１先から筑西市下川島730番地４先まで（株式会社丸神運輸から） 500m 国道50号

107 下妻 結城郡八千代町大字水口641番地８先から結城郡八千代町大字平塚4824番地211先まで（水口交差点から八千代高校東交差点まで） 1800ｍ 町道

108 下妻 下妻市本城町１丁目35番地２先から下妻市本城町２丁目84番地先まで（本宿町１丁目交差点から下妻駅東交差点まで） 400ｍ 市道

109 下妻 下妻市原484番地先から下妻市鎌庭148番地６先まで（千代川中東入口交差点から千代川中北入口交差点まで） 650ｍ 市道

110 下妻 下妻市別府305番地１先から下妻市大園木2676番地１先まで（別府三差路から大園木交差点まで） 4800ｍ 主要地方道つくば古河線

111 結城 結城市大字七五三場210番地１先（青嵐荘東側用水橋） 15ｍ 市道

112 結城 結城市大字小田林219番地４先（善長寺橋） 20ｍ 市道

113 常総 つくばみらい市細代311番地先から常総市水海道栄町2703番地１先まで（稲葉運送株式会社前から宝町南交差点まで） 2400ｍ 県道谷和原筑西線

114 常総 常総市相野谷町964番地１先から常総市小山戸町297番地１先まで（相平橋西交差点から小山戸交差点まで） 1300ｍ 国道354号

115 常総 常総市三坂新田町781番地３先から常総市大輪町1490番地７先まで（美妻橋東交差点から美妻橋西交差点まで） 1500ｍ 県道土浦板東線

116 常総 常総市中妻町399番地先から常総市小山戸町297番地１先まで（美妻橋交差点から小山戸交差点まで） 3300ｍ 県道谷和原筑西線

117 古河 古河市本町３丁目５番３号先から古河市関戸1159番地先まで（古河第三小脇交差点から丘里丁字路まで） 3400ｍ 市道

118 古河 古河市釈迦2162番地先から古河市水海2296番地１先まで（釈迦北交差点から水海交差点まで） 1800ｍ 国道354号

119 古河 古河市雷電町10番地50先から古河市西牛谷1210番地２先まで（三杉町交差点から西牛谷丁字路まで） 1400ｍ 国道125号

120 古河 古河市東諸川272番地先から古河市尾崎2300番地先まで（諸川台交差点から尾崎十字路まで） 1000ｍ 国道125号

121 古河 古河市静町６番地28先から古河市中田841番地先まで（栃木県境から埼玉県境まで） 7600ｍ 国道４号

122 古河 古河市柳橋581番地３先から古河市高野1838番地８先まで（柳橋北交差点から境署との境界まで） 5100ｍ 新国道４号

123 境 猿島郡境町大字長井戸51番地27先から猿島郡境町大字上小橋175番地１先まで（警察署東交差点から上小橋交差点まで） 1000ｍ 町道

124 境 猿島郡境町大字長井戸1668番地５先から猿島郡境町塚崎738番地先まで（浄水場北交差点から塚崎丁字路まで） 1600ｍ 町道

125 取手 取手市本郷５丁目16番１号先から取手市白山５丁目32番１号先まで（本郷５丁目交差点から白山５丁目交差点まで） 100ｍ 市道

126 取手 取手市小浮気143番地６先（アンダーパス） 50ｍ 市道

127 取手 取手市新川1586番地先（アンダーパス） 50ｍ 市道

128 取手 取手市大曲453番地１先（アンダーパス） 50ｍ 市道

129 取手 取手市大曲365番地２先（アンダーパス） 50ｍ 市道

130 取手 守谷市ひがし野２丁目２番１先から守谷市百合ヶ丘２丁目2785番地５先まで（法花坊交差点から百合ヶ丘二丁目交差点までの守谷トンネル内） 1400ｍ 主要地方道野田牛久線

131 取手 守谷市本町3458番地先（乙子トンネル） 300ｍ 主要地方道守谷流山線

132 取手 守谷市ひがし野２丁目１番先（ひがし野トンネル） 180ｍ 市道

133 取手 北相馬郡利根町大字布川1944番地先（アンダーパス） 30ｍ 町道


