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道路冠水箇所リスト

1 埼玉県 川口市 県道 さいたま草加線 坂下町４丁目（国道１２２号、さいたま鳩ヶ谷線　鳩ヶ谷地下道）

2 埼玉県 和光市 県道 和光志木線 本町（東武東上線　新倉地下道）

3 埼玉県 富士見市 国道（県管理） ２５４号 大字水子（東武東上線）

4 埼玉県 ふじみ野市 県道 さいたまふじみ野所沢線 大井武蔵野（関越自動車道　三角交差点）

5 埼玉県 狭山市 県道 所沢堀兼狭山線 大字上奥富（狭山環状有料道路）

6 埼玉県 所沢市 国道（県管理） ４６３号 西新井町(西武新宿線）

7 埼玉県 所沢市 県道 練馬所沢線 大字下安松（JR武蔵野線）

8 埼玉県 坂戸市 県道 川越坂戸毛呂山線 元町（東武東上線　坂戸中央地下道）

9 埼玉県 深谷市 県道 花園本庄線 榛沢（JR高崎線　六部ヶ池跨道橋）

10 埼玉県 加須市 県道 三田ヶ谷礼羽線 大字戸川(東北縦貫自動車道）

11 埼玉県 蓮田市 国道（県管理） １２２号 上２丁目（JR宇都宮線　蓮田地下道）

12 埼玉県 川越市 市道 ００９３号線 的場２丁目（ＪＲ線下）

13 埼玉県 川越市 市道 ６０５９号線 大字南大塚（川越インターチェンジ下）

14 埼玉県 川越市 認定外道路 大字木野目（国道２５４号バイパス下）

15 埼玉県 川越市 認定外道路 大字木野目（国道２５４号バイパス下）

16 埼玉県 川越市 市道 ００５１号線 大字下松原（関越自動車道下）

17 埼玉県 川越市 市道 ００４９号線 大字下松原（関越自動車道下）

18 埼玉県 川越市 市道 ９５４１号線 大字小堤（県道川越越生線小堤橋下）

19 埼玉県 川越市 市道 ７０４４号線 大字豊田本（関越自動車道下）

20 埼玉県 川越市 市道 ５１５５号線 仙波町４丁目（国道１６号線下）

21 埼玉県 熊谷市 市道 ３０３６５号線 国道１７号バイパス　　１号地下道（上之地内）

22 埼玉県 熊谷市 市道 ３０２９０号線 国道１７号バイパス　　２号地下道（上之地内）

23 埼玉県 熊谷市 市道 ３０１１３号線 国道１７号バイパス　　３号地下道（肥塚地内）

24 埼玉県 熊谷市 市道 ３０３６８号線 国道1２５号バイパス　　１号地下道（上之地内）

25 埼玉県 熊谷市 市道 ６０５７２号線 県道熊谷･羽生線　地下道（上之地内）

26 埼玉県 熊谷市 市道 １１３号線 市役所通立体交差　　地下道（弥生２丁目・宮前２丁目地内）

27 埼玉県 熊谷市 市道 ４０６６２号線 坪井　　地下道（石原地内）

28 埼玉県 熊谷市 市道 １１８号線 下川原　　地下道（久保島地内）

29 埼玉県 熊谷市 市道 ４０１８０号線 御稜威ヶ原　　地下道（御稜威ヶ原地内）

30 埼玉県 熊谷市 市道 江南７２２７号線 県道武蔵丘陵森林公園・広瀬線　　１号ずい道（御正新田地内）

31 埼玉県 熊谷市 市道 江南５１３４号線 県道武蔵丘陵森林公園・広瀬線　　２号ずい道（御正新田地内）

32 埼玉県 熊谷市 市道 江南２１８６号線、　江南３０８１号線 県道武蔵丘陵森林公園・広瀬線　　３号ずい道（御正新田地内）

33 埼玉県 熊谷市 市道 江南２１８２号線、　江南３０９５号線 県道武蔵丘陵森林公園・広瀬線　　４号ずい道（御正新田地内）

34 埼玉県 熊谷市 市道 江南２１５０号線、　江南３０６２号線 県道武蔵丘陵森林公園・広瀬線　　５号ずい道（樋春地内）

35 埼玉県 熊谷市 市道 江南２１０８号線、　江南３０２４号線 県道武蔵丘陵森林公園・広瀬線　　６号ずい道（樋春・押切地内）

36 埼玉県 川口市 市道 幹線第８号線 本町１丁目（１２２号線ガード下）

37 埼玉県 川口市 市道 幹線第１号線 川口１丁目（JR金山町ガード下）

38 埼玉県 川口市 市道 幹線第２号線 川口2丁目（JR寿第２ガード下）

39 埼玉県 川口市 市道 幹線第２０号線 幸町３丁目（JRリリアパークトンネル）

40 埼玉県 川口市 市道 幹線第１７号線 並木１丁目（JR並木地下道）

41 埼玉県 川口市 市道 神根第５８４号線 石神５０８（東北道ガード下）

42 埼玉県 川口市 市道 幹線題５９号線 戸塚２丁目（JRガード下）けやき通り

43 埼玉県 川口市 市道 戸塚第６３９号線 戸塚東１丁目(JRガード下）

44 埼玉県 川口市 市道 戸塚第６１２号線 戸塚東１丁目(JRガード下キリスト教会前）

45 埼玉県 川口市 市道 幹線第５３号線 戸塚東４丁目（JRガード下変電所前）

46 埼玉県 行田市 市道 市道第４．３－２２７号線 大字小見　小見アンダーパス（国道１２５号バイパス下）

47 埼玉県 秩父市 市道 幹線５２号線 上宮地町（秩父警察署東秩父鉄道ガード下）

48 埼玉県 所沢市 市道 ２－９９３ 東所沢１丁目（武蔵野線跨道橋下）

49 埼玉県 所沢市 市道 ３－４９０ 弥生町（西武新宿線跨道橋下）

50 埼玉県 所沢市 市道 ４－１１６２ 上新井（西武池袋線跨道橋下）

備考地先名又は通称名路線名No. 都道府県名 市町村名 道路種別



道路冠水箇所リスト

備考地先名又は通称名路線名No. 都道府県名 市町村名 道路種別

51 埼玉県 所沢市 市道 ４－１３２３ 若狭１丁目（西武池袋線跨道橋下）

52 埼玉県 加須市 市道 ３３９０号線 下谷地内（東北自動車道アンダーパス加須１９、上り側）

53 埼玉県 加須市 市道 ３３８９号線 下谷地内（東北自動車道アンダーパス加須１９、下り側）

54 埼玉県 加須市 市道 ３３９０号線 上三俣地内（中通橋東、東北自動車道アンダーパス加須１８、上り側）

55 埼玉県 加須市 市道 ３３８９号線 上三俣地内（中通橋東、東北自動車道アンダーパス加須１８、下り側）

56 埼玉県 加須市 市道 ３３９０号線 上三俣地内（三俣橋西、東北自動車道アンダーパス加須１７、上り側）

57 埼玉県 加須市 市道 ３３８９号線 上三俣地内（三俣橋西、東北自動車道アンダーパス加須１７、下り側）

58 埼玉県 加須市 市道 ４０７６号線 上三俣地内（三俣橋東、東北自動車道アンダーパス加須１４、上り側）

59 埼玉県 加須市 市道 １２６号線 上三俣（三俣橋東、東北自動車道アンダーパス加須１４、下り側）

60 埼玉県 加須市 市道 ４０７６号線 北小浜地内（東北自動車道アンダーパス加須１２、上り側）

61 埼玉県 加須市 市道 １２６号線 北小浜地内（東北自動車道アンダーパス加須１２、下り側）

62 埼玉県 加須市 市道 ４０７６号線 多門寺地内（葛西用水北西、東北自動車道アンダーパス加須１０、上り側）

63 埼玉県 加須市 市道 １２６号線 多門寺地内（葛西用水北西、東北自動車道アンダーパス加須１０、下り側）

64 埼玉県 加須市 市道 ４０７６号線 多門寺地内（葛西用水南東、東北自動車道アンダーパス加須９、上り側）

65 埼玉県 加須市 市道 １２６号線 多門寺地内（葛西用水南東、東北自動車道アンダーパス加須９、下り側）

66 埼玉県 加須市 市道 ４０２１号線 南篠崎地内（加須インター付近、東北自動車道アンダーパス久喜２６、上り側）

67 埼玉県 加須市 市道 １２６号線 南篠崎地内（加須インター付近、東北自動車道アンダーパス久喜２６、下り側）

68 埼玉県 加須市 市道 ４０２１号線 南篠崎地内（普門寺付近、東北自動車道アンダーパス久喜２５、上り側）

69 埼玉県 加須市 市道 １２６号線 南篠崎地内（普門寺付近、東北自動車道アンダーパス久喜２５、下り側）

70 埼玉県 加須市 市道 ５１０８号線 水深地内（東北自動車道アンダーパス久喜１８、上り側）

71 埼玉県 加須市 市道 １４３号線 水深地内（東北自動車道アンダーパス久喜１８、下り側）

72 埼玉県 加須市 市道 ２１２５号線 岡古井地内（国道１２５バイパスアンダーパス）

73 埼玉県 東松山市 市道 第３５０２号線 大字松山（天神橋南　国道４０７号バイパスアンダー）

74 埼玉県 東松山市 市道 第３４２２号線 松本町２丁目（国道４０７号バイパスアンダー）

75 埼玉県 東松山市 市道 第８０２５号線 大字上野本（国道４０７号バイパス　アンダー）

76 埼玉県 東松山市 市道 第７３号線 大字上唐子（滑川高校西通線　東上線アンダー）

77 埼玉県 春日部市 市道 １－２４号線 南３丁目（ゆりのき通りアンダーパス）

78 埼玉県 狭山市 市道 市道Ｂ第２０３号線 大字北入曽（入間野小・中学校南側　西武新宿線アンダー）

79 埼玉県 羽生市 市道 ８０４７号線、４１０２号線 大字砂山（国道１２２号アンダーパス）

80 埼玉県 羽生市 市道 ０１３１号線 大字須影（国道１２２号アンダーパス）

81 埼玉県 羽生市 市道 ８１５０号線、４２９５号線 大字下川崎、大字須影（国道１２２号アンダーパス）

82 埼玉県 羽生市 市道 ０２４８号線 大字神戸（国道１２５号バイパスアンダーパス）

83 埼玉県 羽生市 市道 ４３３３号線 大字下新郷（国道１２５号バイパスアンダーパス）

84 埼玉県 羽生市 市道 ７３６９号線 大字喜右衛門新田（東北自動車道アンダーパス・加須－３０）

85 埼玉県 羽生市 市道 ７２２３号線、７２２２号線、７２２４号線 大字弥勒（東北自動車道アンダーパス・加須－３２）

86 埼玉県 羽生市 市道 ７１４２号線、７１４３号線、７２３２号線 大字弥勒（東北自動車道アンダーパス・加須－３３）

87 埼玉県 羽生市 市道 ３１４６号線、３０８４号線、３１３１号線 大字弥勒（東北自動車道アンダーパス・加須－３４）

88 埼玉県 羽生市 市道 ０１１９号線、３０７９号線、３１５０号線 大字上村君（東北自動車道アンダーパス・加須－３５）

89 埼玉県 羽生市 市道 ３１５９号線、３１５７号線、３１５８号線 大字上村君（東北自動車道アンダーパス・加須－３６）

90 埼玉県 羽生市 市道 ０２２０号線、３０４０号線、３２９８号線 大字上村君（東北自動車道アンダーパス・加須－３７）

91 埼玉県 深谷市 市道 幹－３２号線 東方３２７地先（国道１７号深谷バイパス、東方地下道）

92 埼玉県 深谷市 市道 幹－２４号線 明戸９７０－１地先（国道１７号深谷バイパス、明戸地下道）

93 埼玉県 深谷市 市道 幹－１８号線 戸森５００地先（国道１７号深谷バイパス、戸森地下道）

94 埼玉県 深谷市 市道 B－１８２号線 内ヶ島７０地先（国道１７号深谷バイパス、起会地下道）

95 埼玉県 深谷市 市道 V-４７１号線 永田２０２５地先（国道１４０号バイパス、永田地下道）

96 埼玉県 深谷市 市道 幹１２７号線 小前田１５５９地先（秩父鉄道、小前田ガード下）

97 埼玉県 深谷市 市道 幹１５０号線 荒川６８５（国道１４０号バイパス、地下道）

98 埼玉県 深谷市 市道 Ｖ－２７５号線 黒田８１９地先（国道１４０号バイパス黒田交差点南側地下道）

99 埼玉県 深谷市 市道 Ｖ－２７９号線 黒田７００地先（国道１４０号バイパス花園インター北側地下道）

100 埼玉県 深谷市 市道 Ｖ－２８０号線 黒田５８８地先（国道１４０号バイパス花園インター南側地下道）
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101 埼玉県 深谷市 市道 Ｖ－２９６号線 黒田１２５７－１地先（関越自動車道花園インター地下道）

102 埼玉県 深谷市 市道 Ｖ－２１９号線 黒田４０１地先（国道１４０号バイパス黒田交差点北側地下道）

103 埼玉県 上尾市 市道 １０５３号線 上町２丁目（はなみずき通り地下道）

104 埼玉県 上尾市 市道 １０３８号線 大字原市字五番耕地（国道１６号原市・西ガード下）

105 埼玉県 草加市 市道 ２０７２号線 谷塚町２５６－１４（東武伊勢崎線ガード下）

106 埼玉県 草加市 市道 ３０７０４号線 谷塚町２６４－８（国道４号草加バイパスガード下）

107 埼玉県 草加市 市道 ３０６３６号線 谷塚町７２－１：谷塚隧道（東武伊勢崎線ガード下）

108 埼玉県 越谷市 市道 ２３４０号線 川柳町１丁目地内（川柳町地下道）

109 埼玉県 戸田市 市道 市道第５００２号線 美女木３丁目、４丁目、美女木東１丁目、２丁目地内　　美女木東地下道

110 埼玉県 朝霞市 市道 １２号線 栄町２丁目（仲町ポンプ場南、東上線下）

111 埼玉県 朝霞市 市道 １００３号線 本町３丁目（越戸隧道、東上線下）

112 埼玉県 朝霞市 市道 １０００号線 本町３丁目（原畑隧道、東上線下）

113 埼玉県 朝霞市 市道 ８号線 本町１丁目（本町隧道、東上線下）

114 埼玉県 朝霞市 市道 ２３５６号線 三原３丁目（三原隧道、東上線下）

115 埼玉県 志木市 市道 第１０９６号線 本町５丁目及び幸町１丁目地内（８６号立体交差）

116 埼玉県 志木市 市道 第１００１号線 館２丁目及び柏町６丁目地内（砂田橋）

117 埼玉県 和光市 市道 市道４７５号線 新倉１丁目（東武東上線高架下）

118 埼玉県 和光市 市道 市道４０１１号線 下新倉２丁目（東武東上線高架下）

119 埼玉県 新座市 市道 市道第１１－２３号線 大和田３、４丁目（国道２５４号下　大和田３－３－１５田中人形店脇）

120 埼玉県 桶川市 市道 １２号線 若宮２丁目（富士見通りアンダーパス）

121 埼玉県 久喜市 市道 久喜７０３４号線 野久喜字上宿　　（東武鉄道伊勢崎線野久喜アンダーパス）

122 埼玉県 久喜市 市道 久喜１７号線 江面字宮前　　（東北縦貫自動車道アンダーパス№１）

123 埼玉県 久喜市 市道 久喜２１８号線 江面字志部　　（東北縦貫自動車道アンダーパス№５）

124 埼玉県 久喜市 市道 久喜２５１９号線 六万部字東谷　　（東北縦貫自動車道アンダーパス№７）

125 埼玉県 久喜市 市道 久喜２２９０号線 六万部字谷田向　　（東北縦貫自動車道アンダーパス№８）

126 埼玉県 久喜市 市道 久喜２５０３号線 六万部字谷田向　　（東北縦貫自動車道アンダーパス№９）

127 埼玉県 久喜市 市道 久喜２２２号線 六万部字六所　　（東北縦貫自動車道アンダーパス№１０）

128 埼玉県 久喜市 市道 久喜２５０７号線 六万部字六所　　（東北縦貫自動車道アンダーパス№１１）

129 埼玉県 久喜市 市道 久喜２５０９号線 上清久字関の上　　（東北縦貫自動車道アンダーパス№１２）

130 埼玉県 久喜市 市道 栗橋２７号線 伊坂（町人新田）

131 埼玉県 久喜市 市道 鷲宮６８号線 西大輪地内　川崎地下道

132 埼玉県 久喜市 市道 栗橋１７２号線 間鎌（国道１２５号下ずい道）

133 埼玉県 久喜市 市道 栗橋１７６号線 佐間（国道１２５号下ずい道、島田菓子店裏）

134 埼玉県 久喜市 市道 栗橋１７７号線 佐間（国道１２５号下ずい道）

135 埼玉県 久喜市 市道 鷲宮６２号線 桜田３丁目地内　西大輪地下道

136 埼玉県 久喜市 市道 鷲宮９号線 桜田４丁目地内　宿地下道

137 埼玉県 八潮市 市道 ０８３０号線 大字垳（ふれあい桜橋下）

138 埼玉県 富士見市 市道 ５１２６号線 勝瀬３１８５（東上線アンダー）

139 埼玉県 富士見市 市道 ２２５号線 勝瀬４８３（市民プール側・国道２５４号バイパスアンダー）

140 埼玉県 富士見市 市道 ３２６６号線 山室１－１３９７－１（国道２５４号バイパスアンダー）

141 埼玉県 富士見市 市道 ２７号線 鶴馬１９０４－１（国道２５４号バイパスアンダー）

142 埼玉県 富士見市 市道 ６５３号線 下南畑２８５(国道２５４号バイパスアンダー）

143 埼玉県 富士見市 市道 ３２号線 下南畑２３６５－１(国道４６３号線前新田橋アンダー）

144 埼玉県 三郷市 市道 ３４６０号線 上口２丁目地先（外環自動車道下）　上口隧道

145 埼玉県 三郷市 市道 ３４７８号線 彦野２丁目地先（外環自動車道下）　彦野隧道

146 埼玉県 三郷市 市道 ３３４７号線 天神１丁目地先（外環自動車道下）　天神隧道

147 埼玉県 三郷市 市道 １０６１号線 仁蔵地先（JR武蔵野線下）　仁蔵隧道

148 埼玉県 三郷市 市道 ３１９７号線 采女１丁目地先（JR武蔵野線下）　采女隧道

149 埼玉県 蓮田市 市道 ３１０４号線 大字閏戸地内（国道１２２号線バイパス久伊豆地下道）

150 埼玉県 蓮田市 認定外道路 大字閏戸地内（国道１２２号線バイパス東谷地下道）
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151 埼玉県 桶川市 国道 １７号上尾道路 桶川市川田谷地先
新規追加
（削除箇所のNo.を継承）

152 埼玉県 蓮田市 市道 ８号線 御前橋１丁目地先（ＪＲ宇都宮線アンダー）

153 埼玉県 坂戸市 市道 第１９２９号線 小沼８８８－１地先（首都圏中央連絡自動車道下）

154 埼玉県 幸手市 市道 市道２－５号線 大字高須賀１８５－１地先（中川右岸東武鉄道アンダー）

155 埼玉県 幸手市 市道 市道２号線 大字高須賀４７６地先（中川左岸東武鉄道アンダー）

156 埼玉県 鶴ヶ島市 市道 ２４６号線 藤金自治会館脇　　関越道アンダー（大字藤金地内）

157 埼玉県 鶴ヶ島市 市道 ５４７－１号線 富士見通線　　東上線アンダー（大字上広谷・富士見１丁目地内）

158 埼玉県 鶴ヶ島市 市道 ３号線 市役所通り　　関越道アンダー（大字脚折地内）

159 埼玉県 吉川市 市道 ２－２１６号線 大字高富地内（JR武蔵野線下）高富隧道

160 埼玉県 ふじみ野市 市道 第４８号線 福岡新田（ミニ工業団地北国道２５４号バイパス下）

161 埼玉県 ふじみ野市 市道 第６１９号線 中福岡（花の木中学校北国道２５４号バイパス下）

162 埼玉県 ふじみ野市 市道 第４－６８号線 大井武蔵野（三芳町境関越自動車道下）

163 埼玉県 ふじみ野市 市道 第７－２５９号線 市沢１丁目（自動車教習所北東武東上線ガード下）

164 埼玉県 三芳町 町道 町道幹線１３号線 大字上富地内　関越自動車道ガード下(ＪＡいるま野共販センターそば）

165 埼玉県 滑川町 町道 ２３１号線 月の輪４丁目（滑川高校西通線東上線アンダーパス）

166 埼玉県 横瀬町 町道 ４号線 大字横瀬字姿４１９０番３先（西武鉄道ガード下）

167 埼玉県 神川町 町道 ５１８０号線 大字肥土地内JR八高線ｶﾞｰﾄﾞ下

168 埼玉県 上里町 町道 １０５号線 大字勅使河原地内（大光寺付近ＪＲ高崎線アンダーパス）

169 埼玉県 上里町 町道 ２０２号線 嘉美１２０番２地先（関越自動車道嘉美管理道路排水設備）

170 埼玉県 寄居町 町道 ３９８８号線 大字桜沢９９１番２地先　　（国道１４０号高架下）

171 埼玉県 寄居町 町道 １２１２号線 大字用土５１７４番６地先（関越自動車道ボックスカルバート・花園３２下）

172 埼玉県 白岡市 市道 ２１４８号線 篠津７７７－５（県道さいたま・栗橋線ボックスカルバート）

173 埼玉県 白岡市 市道 ４０２５・４００７・４００６号線 野牛１８０－１（東北自動車道ボックスカルバート・岩槻４３）

174 埼玉県 白岡市 市道 ４０９２・４０９３・４０４０号線 篠津３０４１（東北自動車道ボックスカルバート・岩槻４０）

175 埼玉県 白岡市 市道 １４２号線 野牛１３９１（東北自動車道ボックスカルバート・野牛トンネル）

176 埼玉県 白岡市 市道 １４１号線 新白岡９丁目７番４（ＪＲ宇都宮線アンダーパス・野高地下道）

177 埼玉県 白岡市 市道 １２６・７３０７号線 高岩８２－１（東北自動車道ボックスカルバート・高岩トンネル）

178 埼玉県 白岡市 市道 ７３０７・７５１４号線 寺塚２９０－１（東北自動車道ボックスカルバート・岩槻３３）

179 埼玉県 白岡市 市道 ６１５６・１０１・７３５１号線 千駄野４３２（東北自動車道ボックスカルバート・岩槻３１）

180 埼玉県 白岡市 市道 ６１６０・７３５９・７３５８号線 千駄野１００５－１（東北自動車道ボックスカルバート・岩槻２９）

181 埼玉県 白岡市 市道 ６１８０・８０４７・８０４８号線 千駄野５６３－１０（東北自動車道ボックスカルバート・岩槻２７）

182 埼玉県 白岡市 市道 ６１９３・８０５０・８０４９号線 小久喜４９４－１（東北自動車道ボックスカルバート・岩槻２４）

183 埼玉県 宮代町 県道 春日部久喜線 中島（東武伊勢崎線　みやしろ地下道）

184 埼玉県 さいたま市 市道 ３０４３２号線 さいたま市北区宮原町４丁目 (吉野原・今羽線アンダー)

185 埼玉県 さいたま市 市道 １００６７号線 さいたま市北区東大成町２丁目 (市道10067号線アンダー)

186 埼玉県 さいたま市 市道 １００５７号線 さいたま市大宮区大成町３丁目 (市道10057号線アンダー)

187 埼玉県 さいたま市 県道（市管理） 一般県道　鴻巣桶川さいたま線 さいたま市大宮区土手町１丁目 (中山道アンダー)

188 埼玉県 さいたま市 県道（市管理） 一般県道　新方須賀さいたま線 さいたま市大宮区吉敷町２丁目 (吉敷町アンダー)

189 埼玉県 さいたま市 県道（市管理） 主要地方道　さいたま菖蒲線 さいたま市見沼区大和田町１丁目 (大和田アンダー)

190 埼玉県 さいたま市 市道 イワ１１０号線 さいたま市岩槻区宮町２丁目 (宮町本丸アンダー)

191 埼玉県 さいたま市 市道 ６１７１号線 さいたま市岩槻区大字釣上 (国道４６３号バイパス釣上アンダー)

192 埼玉県 さいたま市 市道 ２０９０号線 さいたま市岩槻区大字馬込 (東北縦貫アンダー（岩槻－８）)

193 埼玉県 さいたま市 市道 イワ２１８号線 さいたま市岩槻区大字箕輪 (東北縦貫アンダー（岩槻－６）)

194 埼玉県 さいたま市 市道 ２３７８号線 さいたま市岩槻区大字箕輪 (東北縦貫アンダー（岩槻－５）)

195 埼玉県 さいたま市 市道 ２４１０号線 さいたま市岩槻区大字岩槻 (東北縦貫アンダー（岩槻－２）)

196 埼玉県 さいたま市 市道 ３３２２号線 さいたま市岩槻区大字柏崎 (東北縦貫アンダー（浦和－１６）)

197 埼玉県 さいたま市 市道 ３３１９号線 さいたま市岩槻区大字横根(東北縦貫アンダー（浦和－１４）)

198 埼玉県 さいたま市 市道 ３３７０号線 さいたま市岩槻区大字横根 (東北縦貫アンダー（浦和－１３）)

199 埼玉県 さいたま市 市道 イワ２２５号線 さいたま市岩槻区大字横根 (東北縦貫アンダー（浦和－１１）)

200 埼玉県 さいたま市 市道 ３４７１号線 さいたま市岩槻区大字横根 (東北縦貫アンダー（浦和－１０）)
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201 埼玉県 さいたま市 市道 ３４９４号線 さいたま市岩槻区大字笹久保新田(東北縦貫アンダー（浦和－９）)

202 埼玉県 さいたま市 県道（市管理） 主要地方道　さいたまふじみ野所沢線 さいたま市中央区新都心 (新都心地下道)

203 埼玉県 さいたま市 市道 Ｆ第１８２号線 さいたま市南区根岸４丁目 (第一久保入地下道)

204 埼玉県 さいたま市 市道 Ｆ第４４９号線 さいたま市南区南本町２丁目 (大谷場地下道)

205 埼玉県 さいたま市 市道 Ｆ第４９３号線 さいたま市南区南本町１丁目 (一ツ木地下道)

206 埼玉県 さいたま市 市道 Ｋ第４５５号線 さいたま市南区大字大谷口 (大谷口地下道)

207 埼玉県 さいたま市 市道 Ｎ第６１９号線 さいたま市緑区大字下山口新田 (第５見沼ガード)

208 埼玉県 さいたま市 市道 Ｎ第２６９号線 さいたま市緑区大字大崎 (大崎地下道)

209 埼玉県 さいたま市 市道 Ｏ第３４０号線 さいたま市緑区大字高畑 (高畑地下道・浦和－７)

210 埼玉県 さいたま市 市道 Ｏ第３４１号線 さいたま市緑区大字寺山 (中地下道・浦和－６)

211 埼玉県 さいたま市 市道 Ｏ第３４３号線 さいたま市緑区大字寺山 (下地下道・浦和－５)

212 埼玉県 さいたま市 市道 Ｏ第３４７号線 さいたま市緑区大字中野田 (明照寺地下道・浦和－３)

213 埼玉県 さいたま市 市道 Ｎ第５３９号線 さいたま市緑区大字大門 (大門地下道・川口－８)

214 埼玉県 さいたま市 市道 Ｎ第５４０号線 さいたま市緑区大字大門 (学園地下道・川口－６)

215 埼玉県 さいたま市 市道 Ｐ第４１８号線 さいたま市緑区大字大門 (南方地下道・川口－４)

216 埼玉県 さいたま市 国道 ２９８号 さいたま市辻１丁目　　辻地下道　[本線]

217 埼玉県 さいたま市 国道 １７号新大宮BP さいたま市桜区田島６丁目～さいたま市田島５丁目(田島地下道)

218 埼玉県 さいたま市 国道 １７号新大宮BP さいたま市中央区中島２丁目～さいたま市中央区上峰３丁目　(浦和西地下道)

219 埼玉県 川口市 国道 ２９８号 川口市芝西２丁目　　芝地下道　[本線]

220 埼玉県 川口市 国道 ２９８号 川口市大字道合　　神根地下道　[本線]

221 埼玉県 川口市 国道 ２９８号 川口市大字西新井宿　　川口ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ地下道　[本線]

222 埼玉県 川口市 国道 ２９８号 川口市大字安行領家　　安行地下道　[本線]

223 埼玉県 草加市 国道 ２９８号 草加市新善町　　新善町地下道　[本線]

224 埼玉県 三郷市 国道 ２９８号 三郷市大字谷口　　谷口立体　[本線]

225 埼玉県 三郷市 国道 ２９８号 三郷市鷹野３丁目　　鷹野立体　[本線]

226 埼玉県 上尾市 国道 １６号 上尾市原市地先(原市立体地下道)

227 埼玉県 春日部市 国道 １６号 春日部市小渕地先(小渕立体地下道)

228 埼玉県 戸田市 国道 １７号新大宮BP 戸田市笹目地先(戸田地下道)

229 埼玉県 戸田市 国道 １７号新大宮BP 戸田市美女木地先(美女木地下道)

230 埼玉県 久喜市 市道 栗橋１０３５号線 南栗橋（南栗橋アンダーパス）

231 埼玉県 上尾市 市道 １０５８号 上尾市大字壱丁目（壱丁目地下横断道）

232 埼玉県 吉川市 県道 葛飾吉川松伏線 美南（JR武蔵野線　吉川美南地下道）

233 埼玉県 吉見町 町道 ７９４０号線 吉見町大字西吉見（県道東松山鴻巣線アンダーパス）

234 埼玉県 美里町 町道 ３０号線 大字下児玉１０２５-２地先（関越自動車道アンダーパス・花園５２）

235 埼玉県 熊谷市 市道 ３０４４５号線 国道1２５号バイパス　　２号地下道（池上地内）

236 埼玉県 所沢市 市道 ２－４号線 国道４６３号アンダー

237 埼玉県 鴻巣市 市道 Ａ－１０３３号線 鴻巣宿わっぷ地下道（JR高崎線アンダーパス）

238 埼玉県 坂戸市 市道 第３８４１号線 大字沢木(関越自動車道下)

239 埼玉県 川越市 市道 ００３１号線 大字古谷上字二の関（国道１６号下）

240 埼玉県 川越市 市道 ４０５９号線 大字古谷上字堀ノ内（国道１６号下）

241 埼玉県 川越市 市道 ４１０８号線 大字古谷上字宿（国道１６号下）

242 埼玉県 日高市 市道 幹線６１号 中央通り　西武線アンダー（大字台地内）

243 埼玉県 加須市 市道 ４５２８号線 多門寺地内（国道125号バイパスアンダーパス）




