
道路

の種

類 

路線名 占用を制限する区域 

一般

国道 
153号 

名古屋市千種区千種本町 7丁目地先から 

名古屋市天白区天白町大字植田字西ノ川原地先まで 

154号 
名古屋市港区入船二丁目地先から 

名古屋市熱田区一番二丁目地先まで 

155号 
名古屋市守山区大字上志段味字大矢地先から 

名古屋市守山区大字上志段味字東谷地先まで 

247号 
名古屋市熱田区伝馬一丁目地先から 

名古屋市南区源兵衛町 1丁目地先まで 

363号 
名古屋市名東区引山二丁目地先から 

名古屋市守山区白山三丁目地先まで 

県道 

県道名古屋多治見

線 

名古屋市北区大曽根三丁目地先から 

名古屋市守山区大字下志段味字唐曽地先まで 

名古屋市守山区大字上志段味字羽根地先から 

名古屋市守山区大字上志段味字東谷地先まで 

県道名古屋瀬戸線 
名古屋市北区大曽根三丁目地先から 

名古屋市守山区大森五丁目地先まで 

県道名古屋岡崎線 

名古屋市東区泉一丁目地先から 

名古屋市東区泉三丁目地先まで 

名古屋市緑区乗鞍一丁目地先から 

名古屋市緑区乗鞍二丁目地先まで 

県道名古屋碧南線 
名古屋市緑区大高町字鷲津地先から 

名古屋市緑区清水山二丁目地先まで 

県道名古屋半田線 

名古屋市南区加福本通 3丁目地先から 

名古屋市港区船見町地先まで 

名古屋市南区加福本通 3丁目地先から 

名古屋市南区弥次ヱ町 2丁目地先まで 

県道名古屋津島線 
名古屋市中区錦一丁目地先から 

名古屋市中村区稲葉地町鶉野地先まで 

県道名古屋江南線 
名古屋市西区浅間二丁目地先から 

名古屋市西区城町地先まで 

県道名古屋祖父江

線 

名古屋市西区栄生三丁目地先から 

名古屋市西区枇杷島二丁目地先まで 

県道名古屋長久手

線 

名古屋市中村区名駅南一丁目地先から 

名古屋市名東区小井堀町地先まで 

県道名古屋中環状

線 

名古屋市緑区大高町字杁前地先から 

名古屋市名東区牧の原一丁目地先まで 

名古屋市名東区勢子坊二丁目地先から 

名古屋市守山区四軒家二丁目地先まで 

名古屋市中川区吉津一丁目地先から 

名古屋市港区当知一丁目地先まで 

県道名古屋蟹江弥

富線 

名古屋市中川区島井町地先から 

名古屋市中川区新家二丁目地先まで 

県道名古屋十四山

線 

名古屋市港区当知町 6丁目地先から 

名古屋市港区六軒家地先まで 

県道弥富名古屋線 
名古屋市中川区戸田西三丁目地先から 

名古屋市昭和区壇渓通 5丁目地先まで 

県道春日井稲沢線 
名古屋市北区六が池町地先から 

名古屋市北区北久手町地先まで 

県道関田名古屋線 
名古屋市守山区川上町地先から 

名古屋市瑞穂区弥富通 3丁目地先まで 

県道名古屋豊田線 
名古屋市天白区平針三丁目地先から 

名古屋市天白区平針三丁目地先まで 

県道諸輪名古屋線 
名古屋市緑区白土地先から 

名古屋市港区船見町地先まで 



県道東浦名古屋線 名古屋市緑区大高町字南炭焼地先から 

名古屋市緑区大高町字上瀬木川西地先まで 

県道名古屋犬山線 
名古屋市北区黒川本通 1丁目地先から 

名古屋市北区東味鋺一丁目地先まで 

県道境政成新田蟹

江線 

名古屋市港区六軒家地先から 

名古屋市港区六軒家地先まで 

県道中川中村線 
名古屋市中川区打中一丁目地先から 

名古屋市中村区名駅南一丁目地先まで 

県道津島七宝名古

屋線 

名古屋市中川区新家二丁目地先から 

名古屋市中川区五月南通 2丁目地先まで 

県道名古屋甚目寺

線 

名古屋市中区丸の内一丁目地先から 

名古屋市中村区日比津町字流野地先まで 

県道小口名古屋線 
名古屋市西区山田町大字比良地先から 

名古屋市西区坂井戸町地先まで 

県道名古屋豊山稲

沢線 

名古屋市北区楠味鋺四丁目地先から 

名古屋市北区如意三丁目地先まで 

県道守山西線 
名古屋市守山区川東山地先から 

名古屋市守山区高島町地先まで 

県道田籾名古屋線 
名古屋市守山区白山四丁目地先から 

名古屋市中区三の丸一丁目地先まで 

県道岩藤名古屋線 
名古屋市名東区梅森坂三丁目地先から 

名古屋市千種区星ヶ丘一丁目地先まで 

県道浅田名古屋線 
名古屋市名東区梅森坂西二丁目地先から 

名古屋市名東区勢子坊二丁目地先まで 

県道阿野名古屋線 

名古屋市緑区平手南二丁目地先から 

名古屋市緑区乗鞍一丁目地先まで 

名古屋市天白区池場五丁目地先から 

名古屋市天白区道明町地先まで 

県道岩崎名古屋線 
名古屋市天白区平針四丁目地先から 

名古屋市瑞穂区塩入町地先まで 

県道名古屋東港線 
名古屋市港区潮見町地先から 

名古屋市熱田区伝馬二丁目地先まで 

県道熱田停車場伝

馬線 

名古屋市熱田区森後町地先から 

名古屋市熱田区神宮四丁目地先まで 

県道港中川線 

名古屋市港区浜一丁目地先から 

名古屋市港区稲永一丁目地先まで 

名古屋市中川区当知町 6丁目地先から 

名古屋市中川区富永三丁目地先まで 

県道八田停車場線 
名古屋市中川区八田町地先から 

名古屋市中川区八田町地先まで 

市道
名古屋環状線 

名古屋市港区名港一丁目地先から 

名古屋市港区浜一丁目地先まで 

堀田高岳線 
名古屋市瑞穂区河岸一丁目地先から 

名古屋市東区東桜二丁目地先まで 

江川線 
名古屋市西区新道一丁目地先から 

名古屋市港区港栄四丁目地先まで 

東海橋線 
名古屋市港区当知町 6丁目地先から 

名古屋市緑区神沢一丁目地先まで 

山王線 

名古屋市中村区名駅南四丁目地先から 

名古屋市中村区名駅南五丁目地先まで 

名古屋市中川区山王三丁目地先から 

名古屋市昭和区花見通 2丁目地先まで 

愛知名駅南線 
名古屋市中川区愛知町地先から 

名古屋市中村区名駅南一丁目地先まで 

金城埠頭線 
名古屋市港区浜一丁目地先から 

名古屋市港区空見町地先まで 



上螺貝第 6号線 名古屋市緑区桃山四丁目地先から 

名古屋市緑区桃山四丁目地先まで 

中丸中須線支線第 

1号 

名古屋市北区平手町 2丁目地先から 

名古屋市北区平手町 2丁目地先まで 

平手町東西第 3号

線 

名古屋市北区平手町 1丁目地先から 

名古屋市北区平手町 1丁目地先まで 

曽根江西線 
名古屋市西区香呑町 1丁目地先から 

名古屋市西区庄内通 3丁目地先まで 

猪高西山第 3号線 
名古屋市名東区名東本町地先から 

名古屋市名東区名東本町地先まで 

岩塚町南北第21号

線 

名古屋市中村区岩塚本通 4丁目地先から 

名古屋市中村区鴨付町 2丁目地先まで 

烏森南部第23号線 
名古屋市中村区並木一丁目地先から 

名古屋市中村区並木二丁目地先まで 

岩塚東部東西第14

号線 

名古屋市中村区並木二丁目地先から 

名古屋市中村区並木二丁目地先まで 

池内猪高線 
名古屋市千種区城山新町 1丁目地先から 

名古屋市千種区平和公園一丁目地先まで 

東山元町第 1号線 
名古屋市千種区東山元町 6丁目地先から 

名古屋市千種区東山元町 3丁目地先まで 

都通若水町線 
名古屋市千種区内山二丁目地先から 

名古屋市千種区若水三丁目地先まで 

平田黒門町線 
名古屋市東区徳川一丁目地先から 

名古屋市東区筒井一丁目地先まで 

外堀相生町線 
名古屋市東区泉一丁目地先から 

名古屋市東区泉三丁目地先まで 

弁天浄心町線 
名古屋市西区浄心二丁目地先から 

名古屋市北区金城一丁目地先まで 

広井町駅前線 
名古屋市西区名駅二丁目地先から 

名古屋市中村区名駅一丁目地先まで 

上中名古屋港線 
名古屋市中村区鳥居西通 1丁目地先から 

名古屋市中村区豊国通 1丁目地先まで 

四谷通線 
名古屋市千種区東山通 1丁目地先から 

名古屋市千種区四谷通 3丁目地先まで 

東前田第 3号線 
名古屋市中川区横井一丁目地先から 

名古屋市中村区川前町地先まで 

小碓第 102号線 
名古屋市港区明正一丁目地先から 

名古屋市港区明正一丁目地先まで 

大江中線 
名古屋市港区大江町地先から 

名古屋市南区加福町 1丁目地先まで 

稲永町線第14号 
名古屋市港区稲永五丁目地先から 

名古屋市港区稲永五丁目地先まで 

日置通線 
名古屋市中村区名駅南五丁目地先から 

名古屋市中村区松重町地先まで 

瀬古屋敷 2号線 
名古屋市守山区幸心一丁目地先から 

名古屋市守山区鳥羽見二丁目地先まで 

鳴海町第 239号線 
名古屋市緑区池上台二丁目地先から 

名古屋市緑区池上台一丁目地先まで 

鳴海細口第 8号線 
名古屋市緑区鳴丘二丁目地先から 

名古屋市緑区細口二丁目地先まで 

鳴海町第 734号線 
名古屋市緑区鳴海町字赤塚地先から 

名古屋市緑区鳴海町字赤塚地先まで 

鳴海町第 215号線 
名古屋市緑区鳴海町字赤塚地先から 

名古屋市緑区鹿山一丁目地先まで 

鳴海町第 102号線 
名古屋市緑区鳴海町字山下地先から 

名古屋市緑区鳴海町字赤塚地先まで 



猪高西山第 4号線 名古屋市名東区名東本通 2丁目地先から 

名古屋市名東区西山本通 3丁目地先まで 

東大曽根上飯田線 
名古屋市北区大曽根四丁目地先から 

名古屋市北区上飯田町字向砂田地先まで 

中丸高田線 
名古屋市北区平手町 2丁目地先から 

名古屋市北区黒川本通 5丁目地先まで 

中村稲永線 
名古屋市中村区豊国通 1丁目地先から 

名古屋市中村区豊国通 6丁目地先まで 

稲葉地南北第 6号

線 

名古屋市中村区稲葉地町 2丁目地先から 

名古屋市中村区鴨付町 2丁目地先まで 

烏森南部第15号線 
名古屋市中村区並木二丁目地先から 

名古屋市中村区並木二丁目地先まで 

外堀町通 
名古屋市東区泉一丁目地先から 

名古屋市中区丸の内一丁目地先まで 

久屋大通 
名古屋市中区丸の内三丁目地先から 

名古屋市中区大須四丁目地先まで 

甚兵衛通線 
名古屋市港区甚兵衛通 1丁目地先から 

名古屋市港区神宮寺二丁目地先まで 

猪子石線 
名古屋市千種区宮根台一丁目地先から 

名古屋市名東区猪高町大字猪子石字うなぎ廻間地先まで 

八事線 
名古屋市昭和区広路町字北石坂地先から 

名古屋市千種区四谷通 3丁目地先まで 

千代田通線 
名古屋市守山区大字小幡字中井地先から 

名古屋市守山区八剣一丁目地先まで 

野萩線 
名古屋市守山区中新地先から 

名古屋市守山区喜多山南地先まで 

南島線 
名古屋市守山区中新地先から 

名古屋市守山区城南町地先まで 

鳴子団地大高線 
名古屋市緑区鹿山一丁目地先から 

名古屋市緑区潮見が丘二丁目地先まで 

耕地整理 5号線 
名古屋市緑区倉坂地先から 

名古屋市緑区大高町字砦前地先まで 

猪子石第43号線 
名古屋市名東区香坂地先から 

名古屋市名東区平和が丘一丁目地先まで 

平和ケ丘第33号線 
名古屋市名東区平和が丘一丁目地先から 

名古屋市千種区桜が丘地先まで 

大根高坂町第 1号

線 

名古屋市天白区原五丁目地先から 

名古屋市緑区桃山四丁目地先まで 

鳥居通 
名古屋市中村区本陣通 3丁目地先から 

名古屋市中村区鳥居通 5丁目地先まで 

大津通 
名古屋市中区丸の内三丁目地先から 

名古屋市中区上前津二丁目地先まで 

若宮大通 
名古屋市中区大須二丁目地先から 

名古屋市千種区千種通 7丁目地先まで 

平和公園線 
名古屋市千種区星が丘山手地先から 

名古屋市名東区平和が丘一丁目地先まで 

鏡池通線 
名古屋市千種区四谷通 3丁目地先から 

名古屋市千種区園山町 3丁目地先まで 

山口竪代官町線 
名古屋市東区徳川一丁目地先から 

名古屋市東区筒井一丁目地先まで 

大津橋城北新町線 
名古屋市中区三の丸三丁目地先から 

名古屋市北区名城二丁目地先まで 

岩井通 
名古屋市中区松原一丁目地先から 

名古屋市中区上前津一丁目地先まで 

八勝通線 
名古屋市瑞穂区八勝通 1丁目地先から 

名古屋市瑞穂区豊岡通 3丁目地先まで 



豆田町線 名古屋市熱田区旗屋町地先から 

名古屋市瑞穂区堀田通 5丁目地先まで 

鳴尾線 
名古屋市南区柴田本通 3丁目地先から 

名古屋市南区天白町地先まで 

山下第12号線 
名古屋市守山区金屋一丁目地先から 

名古屋市守山区守牧町地先まで 

鳴海北部第49号線 
名古屋市緑区池上台一丁目地先から 

名古屋市緑区池上台三丁目地先まで 

七夕駒止町第 3号

線 

名古屋市北区金城四丁目地先から 

名古屋市北区城見通 2丁目地先まで 

菊水宿跡町第 1号

線 

名古屋市中村区稲葉地本通 1丁目地先から 

名古屋市中村区稲葉地町 1丁目地先まで 

本陣草薙町線 
名古屋市中村区稲葉地本通 2丁目地先から 

名古屋市中村区稲葉地町 2丁目地先まで 

菊井町線 
名古屋市西区天神山町地先から 

名古屋市西区名駅二丁目地先まで 

西一社第 1号線 
名古屋市千種区桜が丘地先から 

名古屋市千種区星ヶ丘二丁目地先まで 

八事弥富線 
名古屋市昭和区広路町字石坂地先から 

名古屋市瑞穂区弥富町月見ヶ丘地先まで 

茶屋ヶ坂牛巻線 
名古屋市瑞穂区堀田通 6丁目地先から 

名古屋市瑞穂区大喜新町 1丁目地先まで 

牛巻大喜新町線 
名古屋市瑞穂区大喜新町 1丁目地先から 

名古屋市瑞穂区豊岡通 3丁目地先まで 

高畑南北第37号線 
名古屋市中川区高畑五丁目地先から 

名古屋市中川区高畑三丁目地先まで 

猪高西山第 2号線 
名古屋市名東区藤巻町 3丁目地先から 

名古屋市名東区西山本通 3丁目地先まで 

鳴子団地宿地線 
名古屋市緑区鳴子町 2丁目地先から 

名古屋市緑区鳴子町 4丁目地先まで 

中央線西通 
名古屋市中区千代田三丁目地先から 

名古屋市中区千代田四丁目地先まで 

大池通 
名古屋市中区上前津二丁目地先から 

名古屋市中区千代田三丁目地先まで 

中郷第 102号線 
名古屋市中川区荒中町地先から 

名古屋市中川区中島新町 1丁目地先まで 

東山公園線 
名古屋市名東区西山台地先から 

名古屋市名東区牧の原三丁目地先まで 

平針原第 2号線 
名古屋市天白区原五丁目地先から 

名古屋市天白区原五丁目地先まで 

南大津町線 
名古屋市中区上前津二丁目地先から 

名古屋市熱田区森後町地先まで 

野田第58号線 
名古屋市中村区野上町地先から 

名古屋市中村区川前町地先まで 

横井第16号線 
名古屋市中村区横前町地先から 

名古屋市中村区川前町地先まで 

野田第57号線 
名古屋市中村区横前町地先から 

名古屋市中村区川前町地先まで 

野田第56号線 
名古屋市中村区野上町地先から 

名古屋市中村区野田町字経田地先まで 

万場藤前線 
名古屋市港区西茶屋一丁目地先から 

名古屋市港区西茶屋一丁目地先まで 

八田東部第 2号線 
名古屋市中川区八田町地先から 

名古屋市中川区八田町地先まで 

大森第 122号線 
名古屋市守山区八剣一丁目地先から 

名古屋市守山区八剣二丁目地先まで 



平針原第 1号線 名古屋市天白区原四丁目地先から 

名古屋市天白区原五丁目地先まで 

横井第15号線 
名古屋市中村区横井町字村西地先から 

名古屋市中村区横井二丁目地先まで 

当知第67号線 
名古屋市港区当知三丁目地先から 

名古屋市港区当知三丁目地先まで 

鳴子団地大高線 
名古屋市緑区鳴海町字宿地地先から 

名古屋市緑区倉坂地先まで 

千代田山之端線 
名古屋市守山区小幡千代田地先から 

名古屋市千種区千代田橋二丁目地先まで 

大高大府線 
名古屋市緑区大高町字上瀬木川西地先から 

名古屋市緑区大高町字大平戸地先まで 

春田第13号線 
名古屋市中川区東春田一丁目地先から 

名古屋市中川区東春田一丁目地先まで 

茶屋線 
名古屋市港区藤高四丁目地先から 

名古屋市港区藤高四丁目地先まで 

万場藤前線第 3号 
名古屋市港区西茶屋一丁目地先から 

名古屋市港区藤前四丁目地先まで 

万場藤前線第 2号 
名古屋市港区知多二丁目地先から 

名古屋市港区西茶屋一丁目地先まで 

戸田荒子線 
名古屋市中川区富永四丁目地先から 

名古屋市港区西茶屋三丁目地先まで 

宝神第32号線 
名古屋市港区宝神五丁目地先から 

名古屋市港区稲永五丁目地先まで 

万場藤前線第 4号 
名古屋市中川区助光三丁目地先から 

名古屋市中川区下之一色町字波花地先まで 

鳴子団地大高線第 

1号 

名古屋市天白区相川一丁目地先から 

名古屋市緑区相川一丁目地先まで 

高畑町線第 1号 
名古屋市中川区中島新町 1丁目地先から 

名古屋市中川区中島新町 3丁目地先まで 

稲永埠頭線第 1号 
名古屋市中川区昭和橋通 9丁目地先から 

名古屋市中川区東起町 5丁目地先まで 

稲永埠頭線第 2号 
名古屋市港区当知三丁目地先から 

名古屋市港区甚兵衛通 1丁目地先まで 

平手豊明線第 1号 
名古屋市緑区鳴丘二丁目地先から 

名古屋市緑区鳴丘三丁目地先まで 

稲永埠頭線第 3号 
名古屋市港区神宮寺二丁目地先から 

名古屋市港区神宮寺二丁目地先まで 

名碧線第 1号 
名古屋市緑区鳴海町字下汐田地先から 

名古屋市緑区大高町字中屋敷地先まで 

大須水主町第 3号

線 

名古屋市中村区松重町地先から 

名古屋市中区松原一丁目地先まで 

東大曽根町上第 2

号線 

名古屋市北区大曽根四丁目地先から 

名古屋市北区大曽根四丁目地先まで 

万場藤前線第 5号 
名古屋市中川区助光二丁目地先から 

名古屋市中川区大当郎二丁目地先まで 

笠寺緑線第 1号 
名古屋市緑区篠の風三丁目地先から 

名古屋市緑区滝の水二丁目地先まで 

烏森町線第 1号 
名古屋市中村区野田町字経田地先から 

名古屋市中村区岩塚町字西坂地先まで 

稲永埠頭線第 4号 
名古屋市港区神宮寺二丁目地先から 

名古屋市港区神宮寺二丁目地先まで 

猪子石線第 1号 
名古屋市名東区藤森西町地先から 

名古屋市名東区豊が丘地先まで 

上堀越町第 2号線 
名古屋市西区上堀越町 1丁目地先から 

名古屋市西区笹塚町 1丁目地先まで 



萩野通一丁目第 3

号線 

名古屋市北区鳩岡二丁目地先から 

名古屋市北区新堀町地先まで 

東山公園線第 1号 
名古屋市千種区田代町字瓶杁地先から 

名古屋市名東区藤巻町 3丁目地先まで 

辻町第 3号線 
名古屋市北区辻町 6丁目地先から 

名古屋市北区上飯田町字向砂田地先まで 

大金東西第 1号線 
名古屋市西区庄内通 3丁目地先から 

名古屋市西区鳥見町 1丁目地先まで 

東志賀町線第 1号 
名古屋市北区金城四丁目地先から 

名古屋市北区田畑一丁目地先まで 

大津町線第 1号 
名古屋市北区金城四丁目地先から 

名古屋市北区名城二丁目地先まで 

東志賀町線第 2号 
名古屋市北区金城一丁目地先から 

名古屋市北区金城一丁目地先まで 

笠寺緑線第 2号 
名古屋市緑区鳴海町字山下地先から 

名古屋市緑区鳴海町字山下地先まで 

笠寺緑線第 3号 
名古屋市緑区万場山一丁目地先から 

名古屋市緑区滝の水一丁目地先まで 

松川橋線第 1号 
名古屋市守山区城西二丁目地先から 

名古屋市守山区小幡中一丁目地先まで 

横井町五月通線第 

1号 

名古屋市中川区西伏屋一丁目地先から 

名古屋市中川区長須賀三丁目地先まで 

横井町五月通線第 

2号 

名古屋市中川区吉津五丁目地先から 

名古屋市中川区西伏屋一丁目地先まで 

笠寺緑線第 4号 
名古屋市緑区篠の風三丁目地先から 

名古屋市緑区滝の水一丁目地先まで 

東志賀町線第 3号 
名古屋市北区田端一丁目地先から 

名古屋市北区田端二丁目地先まで 

平手豊明線第 2 

号 

名古屋市緑区細口一丁目地先から 

名古屋市緑区平手北二丁目地先まで 

戸田荒子線第 3号 
名古屋市港区多加良浦町 3丁目地先から 

名古屋市港区甚兵衛通 3丁目地先まで 

鏡ヶ池線 
名古屋市千種区千種通 7丁目地先から 

名古屋市千種区四谷通 3丁目地先まで 

一社一丁目第 1号

線 

名古屋市千種区星ヶ丘二丁目地先から 

名古屋市名東区名東本町地先まで 

神沢三丁目第 1号

線 

名古屋市緑区鳴丘二丁目地先から 

名古屋市緑区鳴丘三丁目地先まで 

戸田荒子線第 4号 
名古屋市港区東茶屋四丁目地先から 

名古屋市港区七島二丁目地先まで 

池内猪高線第 1号 
名古屋市千種区振甫町 3丁目地先から 

名古屋市千種区田代町字姫ヶ池上地先まで 

戸田荒子線第 5号 
名古屋市港区七島二丁目地先から 

名古屋市港区当知町字草野地先まで 

四谷通隼人町線第 

1号 

名古屋市千種区園山町 3丁目地先から 

名古屋市千種区東山元町 6丁目地先まで 

横井町五月通線第 

3号 

名古屋市中川区長須賀三丁目地先から 

名古屋市中村区横井町字村西地先まで 

潮見町第 1号線 
名古屋市港区潮見町地先から 

名古屋市港区潮見町地先まで 

高畑町線第 2号 
名古屋市中村区八田町字長田地先から 

名古屋市中村区八田町字長田地先まで 

名古屋環状 2号線

支線第 1号 

名古屋市名東区猪高町大字高針字原地先から 

名古屋市名東区牧の原二丁目地先まで 


