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２０１９年 ４月２４日 

中日本高速道路株式会社 

NEXCO中日本(本社･名古屋市中区、代表取締役社長 CEO･宮池
みやいけ

克人
よしひと

)は、高速

道路リニューアルプロジェクト(大規模更新・修繕事業)の 2019年度の工事計画

などを取りまとめましたので、お知らせいたします。

1. 高速道路リニューアルプロジェクト(大規模更新・修繕事業)の概要

NEXCO中日本管内の高速道路 2,132kmのうち、開通後 30年を超える区間は約 1,300kmと約 6割にお

よび、老朽化や大型車交通の増加、凍結防止剤の影響、近年の異常降雨などにより構造物の著しい変状

が顕在化しています。

『高速道路リニューアルプロジェクト』は、高速道路の本体構造物のライフサイクルコスト（計画・

設計・施工から、その構造物の維持管理などに必要とする全ての費用）の最小化、予防保全（故障や不

具合が生じる前におこなう保全方法）および性能向上の観点から、必要かつ効果的な対策を講じること

により、高速道路ネットワークの機能を長期にわたって健全に保つためにおこなうものです。

2. 2019年度の工事計画

2019年度は、表 2のとおり 18件の工事の契約を締結しており、そのうち、表 1に記載の 5件の工事

を春に実施いたします。工事箇所では、長期にわたる交通規制が必要となり、高速道路をご利用のお客

さまおよび沿道の皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、表 2 に記載の⑥～⑱の工事につきましては、工事の実施時期が決まり次第お知らせいたします。

高速道路リニューアルプロジェクト(大規模更新･修繕事業)

今後の計画と進捗状況について

2019 年 4月 24 日 

中日本高速道路株式会社 

定例記者会見 資料２－１ 

図 1 2019 年春の工事箇所 表 1 2019 年春の工事一覧 
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番号 工事名 橋梁名 位置（IC間） 交通規制 工事予定時期

①
中央自動車道（特定更新等）
　辰野ＴＮ～伊北ＩＣ間改良工事（平成28年度）

辰野トンネル 岡谷JCT～伊北IC 昼夜連続車線規制 3/18～4/15

②
中央自動車道（特定更新等）
　柳樽川橋他9橋橋梁補修工事

上田川橋他 中津川IC～園原IC 対面通行規制 5/8～7/12

③
北陸自動車道（特定更新等）
　魚津～黒部間構造物更新工事（平成29年度）

片貝川橋 魚津IC～黒部IC 対面通行規制 5/17～7/30

④
小田原厚木道路（特定更新等）
　観音寺高架橋他１橋床版取替工事（平成30年度）

観音寺高架橋 平塚TB～大磯IC 対面通行規制 5/7～7/19

⑤
小田原厚木道路（特定更新等）
　観音寺高架橋他１橋床版取替工事（平成30年度）

風祭高架橋 小田原西IC ランプ閉鎖 5/7～7/5

⑥
東名高速道路（特定更新等）
　庄内川橋他１橋床版取替工事

庄内川橋他 名古屋IC～春日井IC 調整中 下半期

⑦
中央自動車道（特定更新等）
　柳樽川橋他9橋橋梁補修工事

新茶屋橋他 中津川IC～園原IC 調整中 下半期

⑧
北陸自動車道（特定更新等）
　魚津～黒部間構造物更新工事（平成29年度）

布施川橋他 魚津IC～黒部IC 調整中 下半期

⑨
北陸自動車道（特定更新等）
　九頭竜川橋他２橋床版取替工事（その１）

九頭竜川橋 福井北IC～丸岡IC 調整中 下半期

⑩
北陸自動車道（特定更新等）
　砺波IC～小杉IC間床版取替工事（その１）

和田川橋 砺波IC～小杉IC 調整中 下半期

⑪
北陸自動車道（特定更新等）
　富山IC～立山IC間床版取替工事（その１）

日置橋 富山IC～立山IC 調整中 下半期

⑫
東名高速道路（特定更新等）
　大井松田IC～御殿場IC（左ルート）間床版取替工事（平成29年度）

成就院橋他 大井松田IC～御殿場IC 調整中 下半期

⑬
東名高速道路（特定更新等）
　裾野IC～沼津IC間床版取替工事（2019年度）

富沢第一橋他 裾野IC～沼津IC 調整中 下半期

⑭
東名高速道路（特定更新等）
　沼津IC～富士IC間床版取替工事（平成30年度）

荒久橋他 沼津IC～富士IC 調整中 下半期

⑮
東名高速道路（特定更新等）
　沼津IC～富士IC間床版取替工事（2019年度）

愛鷹橋 沼津IC～富士IC 調整中 下半期

⑯
東名高速道路（特定更新等）
　富士IC～清水IC間床版取替工事（平成29年度）

中村高架橋他 富士IC～清水JCT 調整中 下半期

⑰
東名高速道路（特定更新等）
　都夫良野トンネル他１トンネル覆工補強工事

吾妻山トンネル他 大井松田IC～御殿場IC 調整中 下半期

⑱
小田原厚木道路（特定更新等）
　風祭トンネル他３トンネル覆工補強工事

風祭トンネル他 小田原西IC～大磯IC 調整中 下半期

■工事の実施例

3. 2019年度の工事発注見通し

2019年度は、調査・設計の進捗を図るとともに、新たに橋梁の床版更新工事などを約 30橋、高機能

床版防水工事を約 90橋、トンネル補強工事を約 20チューブ、その他土構造物工事などについて契約手

続きに入る予定です。これにより、2019年度末までに、高速道路リニューアルプロジェクト全体の約 3

割を発注する予定です。

詳しくは、当社公式 WEB サイト(https://www.c-nexco.co.jp/corporate/contract/official/)で公表してお

ります。

表 2 契約済の長期にわたる工事規制を伴うリニューアル工事一覧 

床版撤去 プレキャスト床版の架設 移動式防護柵での通行規制状況 
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4. 工事進捗状況

2018年度は東名 2箇所、中央道 4箇所、北陸道 1箇所、小田原厚木道路 1箇所の計 8箇所で、工事が

完了しました。

■工事の実施例

. 

図 2 2018 年度の工事完了箇所 表 3 2018 年度実施の工事一覧 



NEXCO中日本管内 2019年度 長期間にわたる工事規制予定一覧
E8北陸道リニューアル工事
魚津IC～黒部IC

5/17 5時～7/30 24時
昼夜連続・対面通行規制

E19中央道リニューアル工事
園原IC～中津川IC

5/8 6時～7/12 24時
昼夜連続・対面通行規制

E20中央道集中工事
高井戸IC～八王子IC

5/13～5/31 各日17時～翌6時
夜間・車線規制

C2名二環・E23東名阪道・
E1A新名神リフレッシュ工事
名古屋IC～草津JCT
5/11 0時～5/25 6時
昼夜連続・車線規制 他

E19中央道リニューアル工事
岡谷JCT～伊北IC

2019年3/18～4/15（完了）
昼夜連続・車線規制

E1 名神集中工事※
春日井IC～吹田IC（予定）

６月上旬（予定）
昼夜連続・車線規制他

工事名
工事規制区間
工事規制時期
主な規制種別

凡例

E1A 伊勢湾岸道 昼夜連続工事
・豊明IC～東海IC（上半期）
・名古屋南IC～東海IC（下半期）

E1東名集中工事
・東京IC～伊勢原JCT

（下半期）

E1東名リニューアル工事
・大井松田IC～御殿場IC
・裾野IC～沼津IC
・沼津IC～富士IC
・富士IC～清水JCT
（下半期）

E1東名リニューアル工事
・名古屋IC～春日井IC

（下半期）

E19中央道リニューアル工事
・園原IC～中津川IC
（下半期）

E8 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
・福井北IC～丸岡IC
（下半期）

4月1日時点の当社の計画であり、関係機関との
協議などにより変更となる可能性があります。

■破線囲い箇所の詳細については、
改めてお知らせします。

2019年4月24日
中日本高速道路株式会社

定例記者会見 資料２－２

E85小田厚リニューアル工事
平塚TB～大磯IC
荻窪IC～小田原東IC

小田原西IC
5/7 0時～7/19 24時
昼夜連続・対面通行規制
昼夜連続・ランプ閉鎖 他

※名神集中工事の詳細は、
近日中に記者発表させていただきます。


