
長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画 （2020年度）

【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜
連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますの
で、ご予定の変更・迂回などにご協力お願いします。

中央道集中工事
八王子IC～高井戸IC
5月11日～29日

土日除く各日18時～翌6時
夜間車線規制

中央道リニューアル工事
諏訪IC～諏訪南IC
6月1日～7月17日
昼夜連続対面通行規制

中央道リニューアル工事
中津川IC～園原IC
5月11日～7月17日
昼夜連続対面通行規制

東名リニューアル工事
春日井IC～名古屋IC
5月11日～7月19日
昼夜連続対面通行規制

東名阪道集中工事
四日市JCT～名古屋西IC
6月1日0時～20日6時
（土曜日6時～日曜日24時除く）

昼夜連続車線規制・夜間IC閉鎖

名神集中工事
吹田IC～岐阜羽島IC
5月18日0時～30日6時
(土曜日6時～日曜日24時を除く)
昼夜連続車線規制
夜間通行止め・IC閉鎖

北陸道リニューアル工事
①魚津IC～黒部IC
②富山IC～立山IC
5月11日～8月6日
昼夜連続対面通行規制-----------------------
③砺波IC～小杉IC
5月12日～8月7日
昼夜連続対面通行規制---------------------
④小矢部IC～金沢森本IC
5月11日～8月7日
昼夜連続対面通行規制---------------------
⑤福井北IC～丸岡IC
5月11日～8月6日
昼夜連続対面通行規制

2021年3月29日時点の当社の
計画に基づく予定であり、計画が
変更となる場合があります

（2020年 4月～8月上旬）

1
リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事
集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事

※終了

※終了

①

②③
④

⑤

※終了

凡例（表示内容）
工事名
予定区間
予定時期
規制内容

凡例（表示内容）

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事など

工事終了

※終了

※終了

※終了

※終了



リニューアル工事： 高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制などをおこなう工事
集中工事など： 渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取替など、複数の工事を集約化させ実施する工事

長期にわたる交通規制をおこなう大規模な工事計画 （2020年度）

中央道リニューアル工事
大月IC～上野原IC

2021年1月23日 ～4月23日
下り線 左ルート閉鎖

中央道リニューアル工事
諏訪IC～諏訪南IC
9月7日～12月18日
昼夜連続車線規制

東名集中工事（首都圏）
大井松田IC～東京
11月9日～11月28日

昼夜連続車線規制・夜間IC閉鎖

東名リニューアル工事
大井松田IC~清水JCT
9月7日～12月24日昼夜
連続対面通行規制

東名集中工事（愛知県）
春日井IC~小牧JCT
音羽蒲郡IC~豊田JCT
9月5日20時~19日6時

昼夜連続車線規制・夜間IC閉鎖

中央道リニューアル工事
中津川IC～園原IC
9月23日～12月1日
昼夜連続対面通行規制

名二環集中工事
名古屋西IC～名古屋IC
11月9日0時～29日6時
昼夜連続・車線規制、夜間通
行止めおよびIC・JCT閉鎖

北陸道リニューアル工事
・魚津IC～黒部IC
・富山IC～立山IC
・砺波IC～小杉IC
・丸岡IC～福井北IC
8月17日～11月23日
昼夜連続対面通行規制

（2020年 8月下旬～2021年３月） 【お願い】
リニューアル工事・集中工事などは、昼夜連続対面通行規制や昼夜
連続車線規制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますの
で、ご予定の変更・迂回などにご協力お願いします。

2021年3月29日時点の当社の
計画に基づく予定であり、計画が
変更となる場合があります

凡例（表示内容）
工事名
予定区間
予定時期
規制内容

凡例（表示内容）

凡例（表示カラー）

リニューアル工事

集中工事など

工事終了

※終了

※12月14日発表済み

※終了

伊勢湾岸道リニューアル工事
・四日市JCT～みえ川越IC㊤
・2~3月（20日間程度）
・昼夜連続車線規制

※終了
●伊勢湾岸道・新名神集中工事
・10月3日6時~26日24時
・豊明IC～豊田JCT㊤
昼夜連続車線規制、夜間通行止め
・みえ川越IC㊦
出口夜間閉鎖
･草津JCT～四日市JCT
昼夜連続車線規制、夜間通行止め

※終了

※終了

※終了

※終了

※終了※終了



長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2021年度）
（2021年 4月～8月）

【お願い】
リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規
制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂
回にご協力お願いします。

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止めなどをおこなう工事
集中工事 ：渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事を集約して実施する工事
リニューアル準備工事：リニューアル工事を実施するために、車線シフト（車線運用形態の変更）などを行う工事

凡例（表示内容）

リニューアル工事

集中工事

工事名
予定区間
予定時期

凡例（表示内容）

凡例（表示カラー）

2021年３月29日時点の当社
の計画に基づく予定であり、計画
が変更となる場合があります。

中央道リニューアル工事
諏訪IC～諏訪南IC
5月頃～7月頃

中央道リニューアル工事
勝沼IC～大月IC
６月頃～7月頃

中央道集中工事
八王子IC～高井戸IC
５月10日～５月28日

東名集中工事
音羽蒲郡IC～三ヶ日JCT
５月頃（10日間程度）

東名阪集中工事
亀山IC～名古屋西IC

５月頃～６月頃（15日間程度）

伊勢湾岸道・新名神集中工事
[新名神]草津JCT～四日市JCT
６月頃～７月頃（10日間程度）

[伊勢湾岸道]みえ朝日IC～東海IC（下り線）
６月頃～７月頃（30日間程度）

名神集中工事
八日市IC～小牧IC
米原JCT～木之本IC
６月頃（10日間程度）

中央道リニューアル工事
中津川IC～園原IC
5月頃～8月頃

名二環集中工事
名古屋西IC～名古屋南IC
４月３日～４月23日

東名リニューアル準備工事
清水JCT～大井松田IC
４月頃～８月頃

西湘BPリニューアル工事
小田原西IC～石橋IC～小田原IC

4月2日～7月17日

中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
５月頃～2023年5月頃

中央道リニューアル工事
大月IC～上野原IC
１月23日～4月23日
下り線 左ルート閉鎖

名神リニューアル工事
八日市IC～彦根IC
5月頃～2025年3月頃

①②
③

④
⑤

⑥

北陸道リニューアル工事
①富山IC～立山IC
②砺波IC～小杉IC
④金津IC～片山津IC
⑤福井IC～丸岡IC
⑥今庄IC～鯖江IC

⑦長浜IC～木之本IC（上り線）
⑧米原IC～長浜IC
5月頃～８月頃
8月頃～12月頃

北陸道リニューアル準備工事
③金沢西IC～金沢東IC

4月頃～12月頃 ※12月14日発表済み

⑦

⑧

長野道リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC

7月頃～2023年11月頃

※3月12日発表済み

※3月12日発表済み

※2月18日発表済み

※HP掲載済み



2021年3月29日時点の当社の
計画に基づく予定であり、計画が
変更となる場合があります。

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画（2021年度）
（2021年 ９月～2022年 ３月）

【お願い】
リニューアル工事・集中工事は、昼夜連続対面通行規制や昼夜連続車線規
制などにより実施します。渋滞の発生が見込まれますので、ご予定の変更・迂
回にご協力お願いします。

リニューアル工事：高速道路リニューアルプロジェクトの一環として実施する「床版取替」や「インバート設置」など、長期間（半月程度以上）にわたり休日を含む対面通行規制・車線規制・通行止めなどをおこなう工事
集中工事 ：渋滞が予想される昼夜連続車線規制などで、点検や舗装補修・ガードレールの取り換えなど、複数の工事を集約して実施する工事
リニューアル準備工事：リニューアル工事を実施するために、車線シフト（車線運用形態の変更）などを行う工事

凡例（表示内容）

リニューアル工事

集中工事

工事名
予定区間
予定時期

凡例（表示内容）

凡例（表示カラー）

中央道リニューアル工事
諏訪IC～諏訪南IC
9月頃～11月頃

中央道リニューアル工事
勝沼IC～大月IC

11月頃

中央道リニューアル工事
園原IC～中津川IC
9月頃～12月頃

名神集中工事
[名神]吹田IC

～[東名】 春日井IC
８月～９月頃（20日間程度）

東名集中工事
岡崎IC～清水IC
春日井IC～豊田IC

９月頃～10月頃（30日間程度）

中央道集中工事
小牧東IC～多治見IC
2022年１月頃～３月頃

東名集中工事
大井松田IC～東京IC
11月頃（16日間程度）

東名リニューアル工事
御殿場IC～大井松田IC（下り線）

2022年1月頃～4月頃

東名リニューアル工事
御殿場IC～大井松田IC（下り線）
清水JCT～裾野IC（上下線）

9月頃～12月頃
伊勢湾岸道リニューアル工事

名古屋南IC～豊田南IC（上り線）
四日市JCT～弥富木曽岬IC（下り線）

10月頃～11月頃

伊勢湾岸道リニューアル工事
四日市JCT～みえ川越IC（上り線）

2022年2月頃～3月頃

東名阪道リニューアル工事
長島IC～蟹江IC（下り線）

11月頃～2023年

東名リニューアル工事
東名川崎IC～東京IC
11月頃～2024年

東名リニューアル準備工事
袋井IC～掛川IC

2022年1月頃～6月頃

東名リニューアル準備工事
吉田IC～焼津IC

10月頃～2022年3月頃

西湘BPリニューアル工事
小田原西IC～石橋IC～小田原IC

2022年1月頃～4月頃

中央道リニューアル工事
八王子IC～国立府中IC
5月頃～2023年5月頃

長野道リニューアル工事
松本IC～塩尻北IC

7月頃～2023年11月頃

①②
③

④
⑤

⑥

北陸道リニューアル工事
①富山IC～立山IC
②砺波IC～小杉IC
④金津IC～片山津IC
⑤福井IC～丸岡IC
⑥今庄IC～鯖江IC

⑦長浜IC～木之本IC（上り線）
⑧米原IC～長浜IC
5月頃～８月頃
8月頃～12月頃

北陸道リニューアル準備工事
③金沢西IC～金沢東IC
4月頃～12月頃

東海北陸道集中工事
関IC～岐阜各務原IC（上り線）

10月頃

名神リニューアル工事
大垣IC～岐阜羽島IC

11月頃
～2025年9月頃

名神リニューアル工事
八日市IC～彦根IC
4月頃～2025年3月頃

長野道リニューアル工事
諏訪IC～岡谷JCT（下り線）
2022年3月頃～2022年4月頃

⑦
⑧


