
指定区間の名称並びに起点及び終点
別紙

名  称 起  点 終  点 延⻑(km)
国道6号① 市道酒門47号交点 茨城町行政界 1.11
国道6号② 市道酒門12号交点 石川川交点 0.66
国道50号① 市道上中妻3号交点 市道上中妻198号交点 0.67
国道50号② 県道30号交点 市道河和田214号交点 0.51
国道50号③ 市道内原8-2262号交点 市道内原8-2252号交点 0.40
国道50号④ 市道内原6-0001号交点 市道内原8-2226号交点 0.11
国道50号⑤ 市道内原8-2222号交点 市道内原8-2207号交点 0.55
国道50号⑥ 県道59号交点 市道寿136号交点 1.33
国道51号 市道常澄8-0118号交点 市道常澄8-0141号交点 0.40
県道30号⽔⼾岩間線 国道50号交点 市道河和田158号交点 1.02
県道50号⽔⼾神栖線① 幹線市道16号交点 市道笠原70号交点 0.75
県道50号⽔⼾神栖線② 国道6号交点 茨城町行政界 0.41
県道52号石岡城里線① 市道内原8-2124号交点 市道内原8-2332号交点 0.25
県道52号石岡城里線② 国道50号交点 ⽔路交点（中原町1202番1地先） 0.62
県道52号石岡城里線③ ⽔路交点（内原町668番4地先） 市道内原8-0323号交点 0.92
県道59号⽟里⽔⼾線 国道50号交点 市道河和田113号交点 0.63
県道113号真端⽔⼾線① 幹線市道26号交点 市道渡里50号交点 0.74
県道113号真端⽔⼾線② 市道渡里89号交点 市道渡里214号交点 1.40
県道179号中石崎⽔⼾線① 市道酒門11号交点 幹線市道9号交点 0.95
県道179号中石崎⽔⼾線② 市道酒門2号交点 石川川交点 0.51
県道193号杉崎友部線 国道50号交点 笠間市行政界 0.25
県道235号下⼊野⽔⼾線① 市道酒門10号交点 市道常澄8-1129号交点 0.85
県道235号下⼊野⽔⼾線② 市道常澄8-1128号交点 大場町36番4地先 0.87
幹線市道8号線 開発行為による道路交点（酒門町1577番8地先） 市道上大野161号交点 2.45
幹線市道9号線 県道179号交点 市道酒門108号交点 0.58
幹線市道10号線 市道酒門220号交点 市道酒門48号交点 0.26
幹線市道11号線 市道酒門313号交点 市道酒門25号交点 0.01
幹線市道15号線 幹線市道17号交点 狭間川交点 0.06
幹線市道16号線 市道笠原68号交点 認定外道路交点（平須町681番1地先） 2.73
幹線市道17号線 国道50号交点 幹線市道15号交点 1.29
幹線市道19号線 国道50号交点 見川町2138番46地先 0.08
幹線市道26号線① 市道渡里264号交点 認定外道路交点（堀町1778番1地先） 0.71
幹線市道26号線② 市道渡里105号交点 堀町2327番3地先 0.35
幹線市道27号線① ⽔路交点（開江町743番2地先） 県道113号交点 0.90
幹線市道27号線② 市道渡里145号交点 市道渡里175号交点 0.96
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幹線市道28号線① 市道上中妻169号交点 JR常磐線交点 0.58
幹線市道28号線② 市道河和田1号交点 市道河和田51号交点 0.52
幹線市道31号線 市道渡里35号交点 市道渡里183号交点 0.86
幹線市道34号線 市道飯富187号交点 市道飯富28号交点 0.18
幹線市道38号線 幹線市道27号交点 市道上中妻97号交点 0.20
市道内原6-0001号線① 市道内原8-2157号交点 三湯町172番地先 0.57
市道内原6-0001号線② 市道内原6-0003号交点 国道50号交点 0.38
市道内原6-0003号線 市道内原6-0001号交点 市道内原8-2218号交点 0.65
市道内原6-0004号線 市道内原8-0051号交点 市道内原8-0143号交点 0.32
市道内原6-0005号線 市道内原8-0133号交点 認定外道路交点（内原町1486番1地先） 0.25
市道内原7-0051号線 市道内原8-2148号交点 市道内原8-2158号交点 0.08
市道内原7-0052号線 県道52号交点 市道内原8-2137号交点 0.41
市道内原7-0058号線① 市道内原8-0050号交点 内原町1274番1地先 0.23
市道内原7-0058号線② 市道内原8-0231号交点 市道内原8-0451号交点 0.60
市道内原8-0050号線① 市道内原8-2246号交点 国道50号交点 0.41
市道内原8-0050号線② 市道内原7-0058号交点 市道内原8-0301号交点 1.11
市道内原8-0051号線 市道内原6-0004号交点 市道内原8-0157号交点 0.64
市道内原8-0053号線① 国道50号交点 市道内原8-2216号交点 0.75
市道内原8-0053号線② 市道内原8-2183号交点 市道内原8-2059号交点 1.87
市道内原8-0260号線 市道内原8-0050号交点 市道内原8-0305号交点 0.09
市道内原8-0305号線 市道内原8-0050号交点 市道内原8-0260号交点 0.07
市道内原8-0306号線 市道内原8-0050号交点 市道内原8-0308号交点 0.21
市道内原8-0307号線 県道52号石岡城里線交点 市道内原8-0316号交点 0.39
市道内原8-0320号線 市道内原8-3139号交点 市道内原8-0307号交点 0.40
市道内原8-2186号線 市道内原8-0053号交点 認定外道路交点（杉崎町1968番2地先） 0.27
市道内原8-2198号線 市道内原8-0053号交点 市道内原8-2207号交点 0.23
市道内原8-2199号線 市道内原6-0001号交点 市道内原8-2198号交点 0.47
市道内原8-2202号線 市道内原8-2186号交点 市道内原8-2205号交点 0.08
市道内原8-2205号線 市道内原8-2202号交点 杉崎町1948番1地先 0.14
市道内原8-2213号線 市道内原8-2214号交点 市道内原8-0050号交点 0.29
市道内原8-2218号線 市道内原8-2235号交点 市道内原6-0003号交点 0.10
市道内原8-2240号線 市道内原6-0001号交点 市道内原8-2212号交点 0.18
市道内原8-2245号線① 市道内原7-0052号交点 市道内原8-2247号交点 0.17
市道内原8-2245号線② 市道内原8-2282号交点 桜川交点 0.02
市道内原8-2247号線 市道内原8-0053号交点 市道内原8-2245号交点 0.19
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市道内原8-2278号線 市道内原8-2293号交点 市道内原8-2280号交点 0.14
市道内原8-2316号線 県道52号交点 市道内原8-2346号交点 0.03
市道内原8-2357号線 県道52号交点 市道内原8-2254号交点 0.08
市道内原8-3103号線 市道内原8-0306号交点 市道内原8-0308号交点 0.23
市道内原8-3135号線 市道内原7-0058号交点 市道内原8-0265号交点 0.05
市道内原8-3139号線 市道内原8-0320号交点 ⽔路交点（内原町1497番101地先） 0.14
市道内原8-3143号線 市道内原8-0320号交点 市道内原8-3139号交点 0.10
市道内原8-3144号線 市道内原8-0320号交点 市道内原8-0306号交点 0.15
市道笠原67号線 幹線市道16号交点 市道笠原85号交点 0.17
市道笠原83号線 市道笠原86号交点 東野町304番3地先 0.58
市道笠原85号線 市道笠原67号交点 東野町185番1地先 0.14
市道笠原168号線 県道50号交点 茨城町行政界 0.40
市道上大野9号線① 市道浜田9号交点 酒門町219番1地先 0.06
市道上大野9号線② 県道235号交点 酒門町536番1地先 0.24
市道上大野150号線 谷田町814番3地先 認定外道路交点（谷田町793番1地先） 0.44
市道上大野164号線 幹線市道8号交点 市道上大野150号交点 0.31
市道上大野171号線 市道上大野177号交点 市道上大野164号交点 0.01
市道上大野177号線 市道上大野9号交点 市道上大野171号交点 0.28
市道上中妻5号線 市道上中妻3号交点 JR常磐線交点 0.76
市道上中妻6号線 幹線市道28号交点 市道上中妻189号交点 0.21
市道上中妻31号線① 双葉台3丁目3番11地先 市道上中妻228号交点 0.07
市道上中妻31号線② 市道上中妻46号交点 双葉台3丁目3番11地先 0.05
市道上中妻31号線③ 開江町54番6地先 双葉台2丁目41番8地先 0.10
市道上中妻31号線④ 市道上中妻49号交点 双葉台2丁目32番6地先 0.03
市道上中妻31号線⑤ 認定外道路交点（双葉台2丁目28番2地先） 双葉台2丁目32番4地先 0.17
市道上中妻32号線 開江町375番地先 開江町387番12地先 0.05
市道上中妻34号線 市道上中妻35号交点 市道上中妻32号交点 0.11
市道上中妻35号線 開江町116番11地先 幹線市道27号交点 0.39
市道上中妻46号線 市道上中妻80号交点 市道上中妻77号交点 0.20
市道上中妻77号線 市道上中妻46号交点 市道上中妻76号交点 0.28
市道上中妻97号線 幹線市道38号交点 市道上中妻98号交点 0.24
市道上中妻186号線 市道上中妻5号交点 認定外道路交点（大塚町701番1地先） 0.14
市道上中妻203号線 市道上中妻35号交点 市道上中妻31号交点 0.46
市道上中妻282号線 市道上中妻34号交点 市道上中妻32号交点 0.15
市道上中妻287号線 市道上中妻203号交点 開江町2092番12地先 0.27
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市道上中妻290号線 市道上中妻287号交点 市道上中妻292号交点 0.03
市道上中妻292号線 市道上中妻287号交点 市道上中妻290号交点 0.06
市道上中妻299号線 幹線市道27号交点 幹線市道38号交点 0.13
市道上中妻300号線 市道上中妻98号交点 市道上中妻299号交点 0.08
市道上中妻301号線 市道上中妻299号交点 市道上中妻300号交点 0.09
市道河和田1号線 幹線市道28号交点 桜川交点 0.61
市道河和田7号線 国道50号交点 河和田町3891番267地先 0.31
市道河和田61号線 市道河和田78号交点 市道河和田141号交点 0.42
市道河和田78号線 市道河和田61号交点 河和田町3575番1地先 0.14
市道河和田141号線 市道河和田61号交点 県道30号交点 0.02
市道河和田218号線 市道河和田61号交点 市道河和田217号交点 0.39
市道寿2号線 国道50号交点 市道寿128号交点 1.00
市道寿9号線 市道寿205号交点 市道寿224号交点 0.46
市道寿44号線 幹線市道17号交点 小吹町949番地先 0.10
市道寿100号線 市道寿248号交点 平須町170番13地先 0.10
市道寿103号線 幹線市道16号交点 平須町587番14地先 0.19
市道寿128号線 幹線市道17号交点 狭間川交点 0.13
市道酒門2号線 県道179号交点 市道酒門231号交点 0.16
市道酒門7号線 市道酒門128号交点 市道酒門48号交点 0.03
市道酒門14号線 県道179号交点 県道235号交点 1.14
市道酒門21号線 市道酒門279号交点 酒門町4612番地先 0.60
市道酒門92号線 県道235号交点 幹線市道8号交点 0.11
市道酒門104号線 幹線市道9号交点 市道酒門106号交点 0.04
市道酒門108号線 幹線市道9号交点 市街化区域界 0.13
市道酒門158号線 市道酒門231号交点 元石川町2726番3地先 0.07
市道酒門166号線 県道179号交点 市街化区域界 0.23
市道酒門228号線 幹線市道9号交点 県道179号交点 0.51
市道酒門231号線 市道酒門2号交点 市道酒門158号交点 0.06
市道酒門246号線 市道酒門3号交点 市道常澄8-3567号交点 0.01
市道酒門314号線 市道酒門315号交点 酒門町3044番1地先 0.08
市道酒門319号線 幹線市道8号交点 酒門町1526番5地先 0.05
市道酒門331号線 市道酒門166号交点 酒門町1459番3地先 0.10
市道酒門334号線 市道酒門21号交点 酒門町4194番46地先 0.02
市道酒門362号線 市道酒門331号交点 市道酒門362号交点 0.20
市道常澄6-0007号線 市道常澄8-3001号交点 市道常澄8-1063号交点 0.79
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市道常澄6-0008号線 市道常澄8-1505号交点 市道常澄7-0058号交点 0.67
市道常澄6-0009号線① 市道常澄8-3558号交点 市道常澄8-1201号交点 1.40
市道常澄6-0009号線② 市道常澄8-1505号交点 市道常澄8-3562号交点 0.68
市道常澄6-0011号線 市道常澄6-0009号交点 市道常澄8-1290号交点 0.66
市道常澄6-0018号線 市道常澄8-1168号交点 国道51号交点 0.12
市道常澄6-0020号線 市道常澄7-0057号交点 大串町833番2地先 0.03
市道常澄6-0022号線① 市道常澄8-3558号交点 市道常澄8-1358号交点 0.43
市道常澄6-0022号線② 市道常澄6-0008号交点 東⽔⼾道路交点 0.19
市道常澄7-0057号線① 市道常澄8-1384号交点 市道常澄8-3602号交点 0.16
市道常澄7-0057号線② 市道常澄8-3558号交点 市道常澄8-1463号交点 0.54
市道常澄7-0057号線③ 市道常澄6-0009号交点 市道常澄8-3562号交点 0.06
市道常澄8-1019号線 市道常澄6-0007号交点 市道常澄8-3645号交点 0.15
市道常澄8-1032号線 市道常澄8-3643号交点 市道常澄8-1001号交点 0.27
市道常澄8-1057号線 市道常澄8-1058号交点 国道51号交点 0.25
市道常澄8-1060号線 市道常澄8-1061号交点 市道常澄7-0058号交点 0.13
市道常澄8-1061号線① 市道常澄8-1062号交点 市道常澄8-1060号交点 0.06
市道常澄8-1061号線② 市道常澄8-3007号交点 市道常澄8-1093号交点 0.17
市道常澄8-1061号線③ 県道235号交点 市道常澄8-3032号交点 0.06
市道常澄8-1062号線 市道常澄6-0007号交点 市道常澄8-1061号交点 0.27
市道常澄8-1148号線 県道235号交点 大場町11番7地先 0.04
市道常澄8-1149号線 県道235号交点 大場町57番1地先 0.40
市道常澄8-1168号線 市道常澄6-0018号交点 市道常澄8-1316号交点 0.10
市道常澄8-1268号線 市道常澄6-0009号交点 市道常澄8-3558号交点 0.18
市道常澄8-1384号線 市道常澄8-3611号交点 市道常澄7-0057号交点 0.04
市道常澄8-1495号線 市道常澄8-1525号交点 市道常澄8-1497号交点 0.08
市道常澄8-1525号線 市道常澄8-1495号交点 市道常澄6-0009号交点 0.10
市道常澄8-3544号線 市道常澄6-0008号交点 市道常澄8-1461号交点 0.11
市道常澄8-3558号線 市道常澄6-0009号交点 市道常澄7-0057号交点 0.18
市道常澄8-3567号線 市道酒門246号交点 県道235号交点 0.06
市道常澄8-3588号線 市道常澄6-0008号交点 市道常澄8-1525号交点 0.42
市道常澄8-3643号線 市道常澄6-0007号交点 市道常澄8-3644号交点 0.32
市道常澄8-3652号線 市道常澄8-3001号交点 市道常澄8-3643号交点 0.21
市道渡里2号線 市道渡里247号交点 認定外道路交点（開江町1188番4地先） 0.02
市道渡里35号線 市道渡里31号交点 幹線市道31号交点 0.29
市道渡里36号線 幹線市道31号交点 市道渡里264号交点 0.45

5



指定区間の名称並びに起点及び終点
別紙

名  称 起  点 終  点 延⻑(km)
市道渡里37号線 幹線市道31号交点 市道渡里48号交点 0.15
市道渡里38号線① 市道渡里48号交点 市道渡里216号交点 0.02
市道渡里38号線② 市道渡里184号交点 市道渡里183号交点 0.03
市道渡里46号線 市道渡里48号交点 市道渡里60号交点 0.10
市道渡里48号線 市道渡里36号交点 市道渡里38号交点 0.48
市道渡里60号線 市道渡里46号交点 市道渡里264号交点 0.24
市道渡里127号線 幹線市道26号交点 市道渡里126号交点 0.21
市道渡里175号線 幹線市道27号交点 双葉台5丁目862番6地先 0.42
市道渡里183号線 幹線市道31号交点 堀町137番1地先 0.09
市道渡里184号線 市道渡里216号交点 市道渡里38号交点 0.12
市道渡里216号線 市道渡里38号交点 認定外道路交点（堀町672番3地先） 0.37
市道渡里247号線① 県道113号交点 開江町1585番1地先 0.68
市道渡里247号線② 県道113号交点 開江町1589番2地先 0.12
市道渡里260号線 幹線市道27号交点 県道113号交点 0.05
市道渡里296号線① 市道渡里73号交点 認定外道路交点（堀町1857番6地先） 0.54
市道渡里296号線② 市道渡里104号交点 幹線市道26号交点 0.23
市道渡里320号線 幹線市道26号交点 堀町2327番11地先 0.02
市道渡里323号線 市道渡里296号交点 堀町1817番32地先 0.03
開発行為による道路 幹線市道8号交点 市道酒門15号交点 0.23

総延⻑（194区間） 69.45
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