
路線名 起点 終点

1 一般国道212号 阿蘇郡小国町杖立（大分県界） 阿蘇市黒川（一般国道57号交点）

2 一般国道218号 宇城市松橋町久具（一般国道3号交点） 上益城郡山都町長崎（宮崎県界）

3 一般国道219号 八代市萩原町（一般国道3号交点） 球磨郡湯前町上猪（宮崎県界）

4 一般国道221号 球磨郡錦町大字西（一般国道219号交点） 人吉市段塔町（宮崎県界）

5 一般国道265号 上益城郡山都町馬見原（宮崎県界） 阿蘇市一の宮町坂梨（一般国道57号交点）

天草市牛深町（市道交点） 宇城市松橋町古保山（熊本市界）

上益城郡嘉島町上仲間（熊本市界） 上益城郡嘉島町鯰（熊本市界）

7 一般国道267号 人吉市西間上町（一般国道219号交点） 人吉市田野（鹿児島県界）

8 一般国道268号 水俣市長野（一般国道3号交点） 水俣市越小場（鹿児島県界）

9 一般国道324号 天草郡苓北町富岡（町道交点） 上天草市松島町合津（一般国道266号交点）

10 一般国道325号 山鹿市山鹿（一般国道3号交点） 阿蘇郡高森町永野原（宮崎県界）

11 一般国道387号 阿蘇郡小国町西里（大分県界） 合志市須屋（一般国道3号交点）

12 一般国道388号 球磨郡水上村湯山（宮崎県界） 球磨郡湯前町大塚（一般国道219号交点）

13 一般国道389号 荒尾市四ツ山町(福岡県界) 天草市河浦町白木河内（一般国道266号交点）

14 一般国道442号 阿蘇郡産山村田尻（大分県界） 阿蘇郡小国町上田（一般国道387号交点）

15 一般国道443号 玉名郡南関町関町（福岡県界） 八代郡氷川町宮原（一般国道3号交点）

16 一般国道445号 上益城郡嘉島町鯰（一般国道266号交点） 人吉市下薩摩瀬町（一般国道219号交点）

17 一般国道501号 玉名郡長洲町長洲（一般国道389号交点） 宇土市走潟町（一般国道57号交点）

18 県道1号　熊本玉名線 玉名市天水町小天（熊本市界） 玉名市大倉（一般国道208号交点）

19 県道5号　大牟田南関線 玉名郡南関町落合（県道29号荒尾南関線交点） 玉名郡南関町関町（一般国道443号旧道交点）

20 県道6号　玉名立花線 玉名郡和水町津田（一般国道443号交点） 玉名郡和水町十町（福岡県界）

21 県道9号　日田鹿本線 山鹿市菊鹿町山内（県道18号菊池鹿北線交点） 山鹿市鹿本町来民（一般国道325号交点）

22 県道10号　南関大牟田北線 玉名郡南関町関町（一般国道443号旧道交点） 玉名郡南関町関外目（福岡県界）

23 県道11号　別府一の宮線 阿蘇郡南小国町満願寺（大分県界） 阿蘇市一の宮町宮地（一般国道57号交点）

24 県道12号　天瀬阿蘇線 阿蘇郡小国町黒渕（大分県界） 阿蘇市山田（一般国道212号交点）
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25 県道14号　八代鏡宇土線 八代市旭町（一般国道3号交点） 宇土市新松原町（一般国道3号交点）

26 県道16号　玉名山鹿線 玉名市秋丸（県道6号玉名立花線交点） 山鹿市宗方（一般国道3号交点）

27 県道18号　菊池鹿北線 山鹿市菊鹿町山内（県道9号日田鹿本線交点） 山鹿市鹿北町岩野（一般国道3号交点）

阿蘇市車帰（県道339号北外輪山大津線交点） 阿蘇市赤水（一般国道57号交点）

菊池市隈府（一般国道387号交点） 菊池郡大津町矢護川（県道49号熊本大津線交点）

29 県道24号　本渡下田線 天草市枦宇土町（一般国道266号交点） 天草市天草町下田北（一般国道389号交点）

30 県道25号　宮原五木線 八代市東陽町南（一般国道443号交点） 球磨郡五木村甲（一般国道445号交点）

31 県道26号　本度牛深線 天草市亀場町（一般国道324号交点） 天草市久玉町村田（一般国道266号交点）

32 県道27号　芦北球磨線 葦北郡芦北町花岡（一般国道3号交点） 球磨郡球磨村大瀬（一般国道219号交点）

33 県道28号　熊本高森線 上益城郡益城町広崎（熊本市界） 阿蘇郡高森町高森（一般国道265号交点）

34 県道29号　荒尾南関線 荒尾市平山（県道46号荒尾長洲線交点） 玉名郡南関町落合（県道5号大牟田南関線交点）

35 県道30号　大津植木線 菊池郡大津町室（一般国道325号交点） 合志市辻久保（一般国道387号交点）

36 県道33号　人吉水上線 人吉市願成寺町（一般国道445号交点） 球磨郡水上村岩野（一般国道388号交点）

37 県道34号　松島馬場線 上天草市松島町今泉（一般国道324号交点） 天草市栖本町馬場（一般国道266号交点）

38 県道36号　熊本益城大津線 上益城郡益城町広崎（熊本市界） 菊池郡大津町下町（一般国道443号交点）

39 県道40号　南小国波野線 阿蘇郡産山村田尻（県道11号別府一の宮線交点） 阿蘇市波野大字小池野（一般国道57号交点）

40 県道41号　高森波野線 阿蘇市波野大字中江（県道135号高森竹田線交点） 阿蘇市波野大字小池野（一般国道57号交点）

41 県道42号　八代鏡線 八代市敷川内町（一般国道3号交点） 八代市植柳下町（県道338号八代不知火線交点）

42 県道43号　錦湯前線 球磨郡錦町一武（一般国道219号交点） 球磨郡あさぎり町上南（県道260号皆越免田線交点）

43 県道44号　本渡苓北線 天草市諏訪町（県道24号本渡下田線交点） 天草市下河内（県道47号本渡五和線交点）

44 県道45号　阿蘇公園菊池線 阿蘇市一の宮町手野（県道11号別府一の宮線交点） 菊池市立門（一般国道387号交点）

45 県道46号　荒尾長洲線 荒尾市平山（県道29号荒尾南関線交点） 玉名郡長洲町長洲（一般国道389号交点）

46 県道47号　本渡五和線 天草市下河内（県道44号本渡苓北線交点） 天草市郡五和町鬼池（一般国道324号交点）

47 県道48号　多良木相良線 球磨郡多良木町多良木（県道43号錦湯前線交点） 球磨郡相良村上下坂（一般国道445号交点）

48 県道49号　熊本大津線 菊池郡大津町杉水（一般国道325号交点） 菊池郡大津町矢護川（県道23号菊池赤水線交点）

49 県道52号　小川泉線 八代市泉町下岳（一般国道443号交点） 八代市泉町椎原（一般国道445号交点）

50 県道54号　人吉インター線 人吉市鬼木町（県道162号相良人吉線交点） 人吉市南泉田町（一般国道445号交点）

県道23号　菊池赤水線28
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51 県道55号　山鹿植木線 山鹿市南島（一般国道3号交点） 鹿本郡植木町鈴麦（一般国道208号交点）

52 県道56号　水俣田浦線 水俣市陣内（一般国道3号交点） 葦北郡芦北町海浦（一般国道3号交点）

53 県道112号　長洲玉名線 玉名市岱明町大野下（県道169号大野下停車場線交点） 玉名市中（一般国道208号交点）

54 県道126号　大牟田荒尾線 荒尾市四ツ山（一般国道389号交点） 荒尾市打越（一般国道389号交点）

55 県道135号　高森竹田線 阿蘇市波野大字中江（一般国道265号交点） 阿蘇郡高森町河原（県道41号高森波野線交点）

56 県道138号　辛川鹿本線 菊池郡菊陽町津久礼（熊本市界） 菊池郡菊陽町津久礼（一般国道57号交点）

57 県道162号　相良人吉線 球磨郡山江村山田（村道交点） 人吉市鬼木町（県道54号人吉インター線交点）

58 県道169号　大野下停車場線 玉名市岱明町鍋（一般国道501号交点） 玉名市岱明町大野下（県道112号長洲玉名線交点）

59 県道206号　堂園小森線 上益城郡益城町小谷（県道36号熊本益城大津線交点） 阿蘇郡西原村小森（県道28号熊本高森線交点）

60 県道235号　益城菊陽線 上益城郡益城町惣領（県道36号熊本益城大津線交点） 上益城郡益城町惣領（熊本市界）

61 県道250号　八代港大手町線 八代市郡築一番町（市道交点） 八代市大手町二丁目（県道14号八代鏡宇土線交点）

62 県道251号　郡築横手線 八代市田中町（県道42号八代鏡線交点） 八代市大村町（県道14号八代鏡宇土線交点）

63 県道260号　皆越免田線 球磨郡あさぎり町上南（県道43号錦湯前線交点） 球磨郡あさぎり町免田東（一般国道219号交点）

64 県道280号　新合高浜港線 天草市天草町高浜南（一般国道389号交点） 天草市天草町高浜南（高浜港）

65 県道308号　本渡港線 天草市港町（一般国道324号交点） 天草市港町（本渡港）

66 県道314号　平山荒尾線 荒尾市平山（県道29号荒尾南関線交点） 荒尾市宮内（一般国道208号交点）

67 県道333号　龍ヶ岳御所浦線 天草市御所浦町嵐口 天草市御所浦町大浦

68 県道334号　天草空港線 天草市五和町城河原（県道47号本渡五和線交点） 天草市五和町城河原（天草空港）

69 県道336号　八代港線 八代市郡築六番町（市道交点） 八代市東片町（一般国道3号交点）

70 県道338号　八代不知火線 八代市植柳下町（県道42号八代鏡線交点） 宇城市不知火町高良（一般国道266号交点）

71 県道339号　北外輪山大津線 阿蘇市西湯浦（県道12号天瀬阿蘇線交点） 阿蘇市車帰（県道23号菊池赤水線交点）
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