
お問い合わせ先

国管理の国道 宇都宮国道事務所　管理第二課 TEL 028-638-2181（代）

国管理以外の国道、県道 栃木県　県土整備部　道路保全課 TEL 028-623-2430

市町村道 各市町村の道路維持管理担当課
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道路冠水注意箇所マップ【栃木県】 平成29年8月7日作成

冠水箇所とは、
「車道部がアンダーパス構造となっており、集中豪雨時において冠水する可能性がある箇所」を言います。

●「アンダーパス」

アンダーパスとは、主要幹線道路や鉄道などと立体的に交差する道路で、前後に比して道路の高さが局部的に急低下（掘込部）している箇所をいう。

●「集中豪雨時において冠水する可能性がある箇所」

通常の降雨では交通安全上支障ないが、短時間の大雨（いわゆる集中豪雨、ゲリラ豪雨）などによりアンダーパスの車道部に雨水が急激に集中してポンプなどの

排水処理能力を越えた場合には一時的に溜まる可能性があり、これにより安全な道路交通の確保に支障をきたすおそれがあると考えられる箇所をいう。

※『交通安全上支障ない』とは、ポンプによる排水などにより通常の通行が確保された場合の他、事前通行止等の適切な管理により、事故防止を行うことが出来る
場合を含む。
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道路冠水注意箇所リスト【栃木県】

No. 都道府県名 市町村名 道路種別 路線名 地先名又は通称名

1 栃木県 宇都宮市 県道 主要地方道　宇都宮真岡線 中央卸売市場アンダー

2 栃木県 宇都宮市 市道 ２７１１号線 西原アンダー

3 栃木県 宇都宮市 市道 １０６１号線 大和アンダー

4 栃木県 宇都宮市 市道 ６９９号線 茂原アンダー

5 栃木県 宇都宮市 市道 ３２３８号線 徳次郎アンダー（日光高速）

6 栃木県 宇都宮市 市道 ５８８１号線 徳次郎アンダー（東北道）

7 栃木県 宇都宮市 市道 ３９８号線 さるやまアンダー

8 栃木県 宇都宮市 市道 ２０８７０号線 根川アンダー

9 栃木県 宇都宮市 市道 ２００２０号線 東岡本アンダー

10 栃木県 宇都宮市 国道（県管理） １１９号 御幸アンダー

11 栃木県 宇都宮市 国道（県管理） １１９号 花房アンダー

12 栃木県 宇都宮市 国道（県管理） １１９号 宮環・上戸祭ミレニアムアンダー

13 栃木県 宇都宮市 国道（県管理） １２１号 宮の内アンダー

14 栃木県 宇都宮市 国道（県管理） １２１号 塚山古墳アンダー

15 栃木県 宇都宮市 県道 主要地方道　宇都宮笠間線 簗瀬アンダー

16 栃木県 宇都宮市 県道 主要地方道　宇都宮亀和田栃木線 下砥上アンダー

17 栃木県 宇都宮市 県道 主要地方道　宇都宮向田線 今泉アンダー

18 栃木県 宇都宮市 市道 ６１１２号線 簗瀬アンダー

19 栃木県 足利市 市道 川崎町７０号線 大久保町（大久保地下道）

20 栃木県 足利市 市道 瑞穂野町１２号線 瑞穂野町（瑞穂野地下道）

21 栃木県 足利市 市道 あずま通り 伊勢町１丁目（あずま地下道）

22 栃木県 足利市 国道（県管理） ２９３号 田中アンダー

23 栃木県 足利市 県道 主要地方道　足利環状線 山川アンダー

24 栃木県 栃木市 市道 ４３２７５号線 木野地（東北高速道路ガード　ＢＯＸ栃木１２）

25 栃木県 栃木市 市道 ２０３２号線 木野地（東北高速道路ガード　ＢＯＸ栃木１１）

26 栃木県 栃木市 市道 ２０３１号線 細堀（東北高速道路ガード　ＢＯＸ栃木１０）

27 栃木県 栃木市 市道 １０２４号線 吹上（東北高速道路ガード　ＢＯＸ栃木９）

28 栃木県 佐野市 市道 堀米１４５号線 朱雀アンダー

29 栃木県 佐野市 市道 吾妻１０号線 吾妻アンダー

30 栃木県 佐野市 県道 主要地方道　桐生岩舟線 富岡アンダー

31 栃木県 佐野市 県道 主要地方道　佐野環状線 大橋町アンダー

32 栃木県 鹿沼市 市道 ００１７号線 茂呂（鹿沼工業団地北高速道路ガード下）

33 栃木県 鹿沼市 市道 ４０１４号線 板荷（東武線板荷踏切北ガード下）

34 栃木県 鹿沼市 市道 ０３６０号線 野沢町（東武線野沢ガード下）

35 栃木県 鹿沼市 市道 ３２３８号線 下奈良部町（みなみ町団地東高速道路ガード下）

36 栃木県 鹿沼市 県道 主要地方道　宇都宮鹿沼線 上野町（JRガード下）

37 栃木県 日光市 市道 今１００８号線 本町（日光市役所東東武日光線ガード下）本町アンダー

38 栃木県 日光市 市道 今３３１０２号線 朝日町（如来寺北東武鬼怒川線ガード下）朝日町アンダー

39 栃木県 日光市 市道 今３３４４３号線 千本木（JR今市駅東ガード下）千本木アンダー

40 栃木県 日光市 市道 今３６１２４号線 八日市（八日市公民館北日光道下）八日市西アンダー

41 栃木県 日光市 市道 今４６０２１号線 木和田島（日光道大沢IC東ガード下）木和田島アンダー

42 栃木県 日光市 市道 今５６０１９号線 八日市（日光道大沢IC北ガード下）八日市東アンダー

43 栃木県 日光市 市道 今２０４０号線 明神（星宮神社北東武日光線ガード下）明神アンダー

44 栃木県 日光市 市道 今３５０８１号線 豊田（豊田公民館北東武鬼怒川線ガード下)豊田アンダー

45 栃木県 日光市 市道 日１４０５６号線 志渡渕（宝殿交差点日光IC側JR日光線ガード下）志渡渕アンダー

46 栃木県 日光市 市道 日３４２１７号線 七里（宝殿交差点大谷川側東武日光線ガード下）七里アンダー

47 栃木県 日光市 国道（県管理） １２１号 平ヶ崎アンダー

48 栃木県 小山市 市道 １３号線 おやまアンダー２(喜沢架道橋）

49 栃木県 小山市 市道 １５号線 おやまアンダー３(第一結城架道橋）

50 栃木県 小山市 市道 ２３６号線 おやまアンダー４(城南高校通り架道橋）

51 栃木県 小山市 市道 ４５号線 おやまアンダー５(小山南通り架道橋）

52 栃木県 小山市 県道 主要地方道　小山環状線 おやまアンダー１（羽川アンダー）

53 栃木県 真岡市 県道 主要地方道　宇都宮真岡線 外堀アンダー

54 栃木県 矢板市 市道 東町・鹿島町１号線 富田アンダー

55 栃木県 矢板市 市道 幸岡・館ノ川３号線 高速道アンダー北（幸岡）
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56 栃木県 矢板市 認定外道路 認定外道路 高速道アンダー南（幸岡）

57 栃木県 那須塩原市 市道 Ｋ３２８号線　（大門先線） 大門先（ＪＲ東北線アンダー）

58 栃木県 那須塩原市 市道 Ｋ２８６号線　（芝中無栗屋線） 無栗屋（東北自動車道アンダー「塩那１９」）

59 栃木県 那須塩原市 市道 Ｋ２７１号線　（塩野崎百目木線） 鹿野崎（東北自動車道アンダー「塩那２１」）

60 栃木県 那須塩原市 県道 主要地方道　大田原高林線 東那須野西通りアンダー

61 栃木県 那須塩原市 県道 一般県道　折戸西那須野線 接骨木アンダー

62 栃木県 さくら市 市道 U１２２０号 蒲須坂アンダー

63 栃木県 さくら市 市道 U１０８５号 突入アンダー

64 栃木県 さくら市 国道（県管理） ２９３号 氏家アンダー

65 栃木県 那須烏山市 市道 Ｋ４３４６号線　（野上金井線） 野上アンダー

66 栃木県 下野市 市道 市道１-１２号線 しもつけアンダー１　小金井地内　アサヒビール南アンダー

67 栃木県 下野市 市道 市道７２６０号線 しもつけアンダー２　小金井地内　小山電車区南アンダー

68 栃木県 下野市 市道 市道１-７号線 しもつけアンダー４　薬師寺地内　自治医大北アンダー

69 栃木県 下野市 市道 市道７１４３号線 しもつけアンダー６　薬師寺地内　下原アンダー

70 栃木県 下野市 県道 主要地方道　羽生田上蒲生線 しもつけアンダー５　（大山アンダー）

71 栃木県 下野市 県道 一般県道　笹原二宮線 しもつけアンダー３　（自治医大アンダー）

72 栃木県 上三川町 町道 １-０４・１-０７・３-１０６ かみのかわアンダー１（鞘堂アンダー）

73 栃木県 栃木市 市道 １００４号線 にしかたアンダー２

74 栃木県 栃木市 市道 １００２号線 にしかたアンダー１

75 栃木県 栃木市 市道 １０４５号線 下皆川(東武鉄道日光線下皆川ガード下)

76 栃木県 栃木市 市道 １０４９号線 富田(東武鉄道日光線富田ガード下)

77 栃木県 栃木市 市道 ３１１２１号線 都賀（佐野藤岡インター南高速道路ガード下）

78 栃木県 栃木市 市道 ２１２８号線 大田和（市道１００１号線ガード下）

79 栃木県 栃木市 市道 ６２１０４号線 国道５０号東アンダーパス

80 栃木県 栃木市 市道 ６２１６０号線 国道５０号西アンダーパス

81 栃木県 栃木市 市道 １０１８号線 木（東北高速道路ガード　BOX栃木１６）

82 栃木県 栃木市 市道 ４３１５３号線 家中（東武日光線ガード下）

83 栃木県 栃木市 市道 ４１１５２号線 木（東北高速道路ガード　BOX栃木１５）

84 栃木県 栃木市 認定外道路 認定外道路 木（東北高速道路ガード　BOX栃木１８）

85 栃木県 栃木市 認定外道路 認定外道路 木（東北高速道路ガード　BOX栃木２０）

86 栃木県 那須町 県道 一般県道　湯本大島線 大島アンダー

87 栃木県 足利市 市道 大久保町８７号線 迫間町（迫間地下道）

88 栃木県 日光市 国道（県管理） １１９号 宝殿アンダー

89 栃木県 日光市 国道（県管理） １２１号 瀬川アンダー

90 栃木県 日光市 国道（県管理） １２２号 銅庚申アンダー

91 栃木県 日光市 県道 一般県道　下野大沢停車場線 大沢アンダー

92 栃木県 佐野市 県道 一般県道　堀込停車場線 若松アンダー

93 栃木県 小山市 県道 主要地方道　明野間々田線 間々田アンダー

94 栃木県 矢板市 市道 富田・木幡５号線 木幡アンダー

95 栃木県 宇都宮市 市道 ２６８８号 御幸町アンダー

96 栃木県 那須塩原市 市道 Ｋ６３１号線　（本郷町下黒磯線） 本郷通り（ＪＲ東北線アンダー）

97 栃木県 那須町 町道 町道　丸山・松子線 茅沼アンダー

98 栃木県 那須町 町道 町道　高福寺・芦ノ又線 芦ノ又アンダー

99 栃木県 那須町 町道 町道　新田・田中線 東狸久保アンダー

100 栃木県 那須町 町道 町道　漆塚・松田線 穂積アンダー

101 栃木県 大田原市 市道 市道　旧東野鉄道線 佐良土アンダー

102 栃木県 栃木市 市道 ２０２１号線 新井（東北高速道路ガードＢＯＸ栃木１）

103 栃木県 足利市 市道 鵤木町２０号線 鵤木町（鵤木地下道）

104 栃木県 那須塩原市 市道 Ｓ１８５号線（接骨木大貫１号線） 上大貫（東北自動車道アンダー「矢板６３」）


