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2021 年 1 月 27 日 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社 

西日本高速道路株式会社 

NEXCO 東日本／NEXCO 中日本／NEXCO 西日本は、2021 年度 (2021 年 4 月～2022 年 3 月)において、首都

圏や関東・中部・関西圏を結ぶ主要路線で予定されている次の工事について、工事規制予定をお知らせします。 

【公表対象工事】 

［路線］ 

・首都圏における 関越道、東北道、常磐道、東関東道、第三京浜、横浜新道、横横道

・東名、名神、新東名、新名神、伊勢湾岸道、東名阪道、中央道、中国道（神戸 JCT 以東）

［公表対象期間］ 

・2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日の間に実施を予定している工事

［条件］ 

・交通規制が長期間になる工事のうち、渋滞が予測されているもの

工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、各社の公式 WEB サイトや工事専用 WEB サイトなどでお知らせし

ます。各社では、渋滞などによるお客さまへの影響が最小限となるよう取り組んでまいりますが、お出かけ前には

最新の交通情報をご確認いただき、迂
う

回やお出かけ時間の変更などにご協力をお願いします。 

※１ 工事規制予定は、2021 年 1 月末時点の予定であり、変更となる場合があります。

※２ 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

なお、工事規制予定のお知らせについては、お客さまのご意見、ご要望などを踏まえつつ、引き続き改善に努め

てまいります。 

【各社の工事規制情報の掲載サイト】 

■NEXCO 東日本

https://www.drivetraffic.jp/construction-regulation

■NEXCO 中日本

https://www.c-nexco.co.jp/construction/

■NEXCO 西日本

https://www.w-nexco.co.jp/traffic_info/construction/

2021 年度 高速道路の主要路線における工事規制予定について 

https://www.drivetraffic.jp/construction-regulation
https://www.c-nexco.co.jp/construction/
https://www.w-nexco.co.jp/traffic_info/construction/
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≪別添資料≫ 

・渋滞を伴う長期間にわたる工事規制予定（2021 年度）

≪工事規制予定を公表する路線≫ 

・首都圏における 関越道、東北道、常磐道、東関東道、第三京浜、横浜新道、横横道

・東名、名神、新東名、新名神、伊勢湾岸道、東名阪道、中央道、中国道（神戸 JCT 以東）



横横道リニューアル工事
釜利⾕JCT〜朝⽐奈IC
11⽉頃~2022年4⽉頃
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湯沢 那須

白河

いわき勿来

北茨城

常磐自動車道
E17
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E６

渋滞を伴う⻑期間にわたる工事規制予定（2021年度）

■2021年4⽉〜2022年3⽉の予定（東日本版）

※１ 2021年1⽉末時点の当社の計画であり、関係機関との協議等により計画が変更となる場合があります。
※２ 今回公表した計画以外に災害発⽣時や緊急補修時に⻑期間の⼯事規制を実施する場合があります。

リニューアル工事

公表対象路線

工事名
予定区間
予定時期

凡例（表⽰内容）

凡例（表⽰カラー）

【掲載対象】 交通量の多い⾸都圏主要幹線道路（東北道、関越道、常磐道、東関東道、第三京浜、横浜新道、横横道）の予定を掲載しております。
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、⻑期間（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・通⾏⽌などを⾏う⼯事

東北自動車道

関越自動車道

第三京浜道路
横浜新道

横浜横須賀道路



渋滞を伴う長期間にわたる工事規制予定（2021年度）

■2021年4⽉〜2021年８⽉の予定
（中日本）

【掲載対象】 交通量の多い主要幹線道路（東名・名神・新東名・新名神・伊勢湾岸道・東名阪道・中央道）の予定を掲載しております。
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、⻑期間（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

リニューアル工事

集中工事など

公表対象路線

工事名
予定区間
予定時期

凡例（表⽰内容）

凡例（表⽰カラー）

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

［伊勢湾岸道］東海IC〜みえ朝日（下り線）
６⽉頃〜７⽉頃（20日間程度）
※⻄日本版に記載の規制と同規制

東名阪道集中工事
名古屋⻄IC〜⻲⼭IC

５⽉頃〜６⽉頃（15日間程度）

名神集中工事
春日井IC〜⼋日市IC

5⽉頃〜6⽉頃（10日間程度）

東名集中工事
三ケ日JCT〜⾳⽻蒲郡IC
５⽉頃（10日間程度）

中央道集中工事
⾼井⼾IC〜⼋王⼦IC
５⽉頃（15日間程度）

中央道リニューアル工事
園原IC〜中津川IC
５⽉頃〜8⽉頃

中央道リニューアル工事
諏訪南IC〜諏訪IC

５⽉頃〜2022年11⽉頃

中央道リニューアル工事
⼤⽉IC〜勝沼IC
６⽉頃〜11⽉頃

※１ 2021年1⽉末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
※２ 今回公表した計画以外に災害発⽣時や緊急補修時に⻑期間の⼯事規制を実施する場合があります。
※３ 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も⼯事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は⼯事規制を実施しません。



渋滞を伴う長期間にわたる工事規制予定（2021年度）

リニューアル工事

集中工事など

公表対象路線

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9⽉〜2022年3⽉の予定
（中日本）

中央道リニューアル工事
園原IC〜中津川IC
９⽉頃〜12⽉頃

中央道リニューアル工事
⼤⽉IC〜勝沼IC
６⽉頃〜11⽉頃

東名集中工事
清⽔IC〜岡崎IC
豊⽥IC〜春日井IC

９⽉頃〜10⽉頃（30日間程度）

伊勢湾岸道リニューアル工事
豊⽥南〜名古屋南IC（上り線）

弥富⽊曽岬IC〜四日市JCT（下り線）
10⽉頃〜11⽉頃

中央道リニューアル工事
諏訪南IC〜諏訪IC

５⽉頃〜 2022年11⽉頃
東名阪道リニューアル工事
蟹江IC〜⻑島IC（下り線）

11⽉頃〜 2023年
※交通混雑期も工事規制を実施します。

東名集中工事
東京IC〜⼤井松⽥IC
11⽉頃（16日間程度）

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

９⽉頃〜12⽉頃

伊勢湾岸道リニューアル工事
みえ川越IC〜四日市JCT（上り線）

2022年２⽉頃〜３⽉頃（20日間程度）

東名リニューアル工事
⼤井松⽥IC〜御殿場IC（下り線）

2022年１⽉頃〜４⽉頃

中央道リニューアル工事
諏訪IC〜岡⾕JCT（下り線）
2022年３⽉頃〜2023年

※交通混雑期も工事規制を実施します。

中央道集中工事
多治⾒IC〜⼩牧東IC
1⽉頃〜3⽉頃

名神集中工事
東名 春日井IC〜名神 吹⽥IC

9⽉頃（10日間程度）
※⻄日本版に記載の規制と同規制

【掲載対象】 交通量の多い主要幹線道路（東名・名神・新東名・新名神・伊勢湾岸道・東名阪道・中央道）の予定を掲載しております。
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、⻑期間（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・ガードレールの取り換えなど、複数の⼯事を集約して実施する⼯事

※１ 2021年1⽉末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があります。
※２ 今回公表した計画以外に災害発⽣時や緊急補修時に⻑期間の⼯事規制を実施する場合があります。
※３ 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も⼯事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は⼯事規制を実施しません。

東名リニューアル工事
東京IC〜東名川崎IC
2021年11⽉〜2024年
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■2021年4⽉〜2022年3⽉の予定（⻄日本版）

0

凡例（表⽰内容）

リニューアル工事

集中工事など

公表対象路線

工事名
予定区間
予定時期

凡例（表⽰内容）

凡例（表⽰カラー）

【お願い】
リニューアル工事・集中工事等は、通⾏⽌・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・迂回等にご協⼒お願いします。

名神集中工事
東名 春日井IC〜名神 吹⽥IC

9⽉頃（10日間程度）
※中日本版に記載の規制と同規制

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

［伊勢湾岸道］東海IC〜みえ朝日（下り線）
6⽉頃〜7⽉頃（20日間程度）
※中日本版に記載の規制と同規制

中国道リニューアル工事
吹⽥JCT〜中国池⽥IC

① 5⽉頃 〜 ６⽉頃 （1.5ヶ⽉間程度）
② 9⽉頃 〜 11⽉頃 （1.5ヶ⽉間程度）
③2022年1⽉頃〜3⽉頃（1.5ヶ⽉間程度）

【掲載対象】交通量の多い関⻄圏の主要幹線道路（新名神⾼速道路・名神⾼速道路・中国⾃動⾞道（神⼾JCT以東））の予定を掲載しています。
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、⻑期間（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・通⾏⽌などを⾏う⼯事
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

渋滞を伴う⻑期間にわたる工事規制予定（2021年度）

※１ 2021年1⽉末時点の当社の計画であり、関係機関との協議等により計画が変更となる場合があります。
※２ 今回公表した計画以外に災害発⽣時や緊急補修時に⻑期間の⼯事規制を実施する場合があります。
※３ 今回公表した計画のうち、「※交通混雑期も⼯事規制を実施します。」の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は⼯事規制を実施しません。

中国道リニューアル工事
中国池⽥IC〜宝塚IC

5⽉頃〜通年

中国池田宝塚
⻲⼭J

⻲⼭⻄J


