
耐震診断の義務付け対象道路について　　（市町村耐震改修促進計画から転記）                 　　　   R3.4現在

高速道路 中央自動車道（西宮線） 県内全域（甲府市内）

国道20号 県内全域（甲府市内）

国道52号 甲斐市境～国道411号交点（甲府市内）

国道140号線 県内全域（甲府市内）

国道20号交点～国道52号交点（甲府市内）

国道20号交点～富士河口湖町境（甲府市内）

国道411号線 国道52号交点～笛吹市境（甲府市内）

国道20号交点～昭和町境（甲府市内）

国道358号交点～昭和町境（甲府市内）

甲府南アルプス線 国道52号交点～甲斐市境(甲府市内)

国道52号交点～甲府駅南口（甲府市内）

国道140号交点～甲斐市境（甲府市内）

甲府昇仙峡線 甲府韮崎線交点～平瀬浄水場（甲府市内）

甲府笛吹線 国道358号交点～笛吹市境（甲府市内）

韮崎昇仙峡線 甲斐市境～甲府昇仙峡線交点（甲府市内）

甲府中央右左口線 国道358号交点～中央市境（甲府市内）

甲府山梨線 国道411号交点～相川小学校（甲府市内）

笛吹市川三郷線 国道358号交点～笛吹市境（甲府市内）

天神平甲府線 甲府韮崎線交点～国立甲府病院（甲府市内）

中下条甲府線 甲府韮崎線交点～甲斐市境（甲府市内）

甲府精進湖線 国道358号交点～甲府中央右左口線交点（甲府市内）

富士見通り線 甲府韮崎線交点～県立中央病院交点

一丁田長門田線 国道140号交点～笛南中学校

錦穴切線 国道140号線～舞鶴小学校

朝日西青沼線・飯田春日線 国道52号線～甲府市中央部市民センター～旧穴切小学校前

塩部堰2号線一部・北西中学校前通り線 甲府昇仙峡線交点～北西中学校

千塚線一部・追貝沢線・金塚西（１）線 県道6号線～羽黒小学校

天神平甲府線 国立甲府病院～北新小学校～千代田小学校

富士川若松線 国道411号線～富士川悠遊館

里垣小学校前通り線・小屋敷藤川線・和田平東線 国道411号線～東中学校、里垣小学校

池添梅ヶ坪線 国道411号線～善誘館小学校、東小学校

琢美酒折線 国道411号線～甲府東高校

甲運4号線・甲運14号線 国道140号線～甲運小学校

貢川千塚境線・池田小学校南通り線 国道52号線～池田小学校・西部公民館

高畑富竹新田線・富竹中東通り線 国道5号線～富竹中学校

蓬沢住吉2号線・住吉区画整理1号線・住吉上町線 国道20号線～山梨県自治会館

里吉向線・上阿原3号線 国道20号線～玉諸小学校

増坪1号線～増坪上町線 国道20号線～環境センター

小瀬2号線 国道358号線～山城小学校・甲府商業

上条中学校1号線・古上条2号線・高畑二日市場線 国道20号線～上条中学校

城南線・大鎌田二川線 甲府右左口線交点～大里小学校・城南中学校

下条落合線～穏池1号線 国道358号線～南部市民センター

大国小学校南線 甲府右左口線交点～大国小学校

甲府中央右左口線 国道358号線～甲府南高校

湯田住吉線 甲府南中学校～湯田小学校

高畑西条線・南西24号線 国道20号線～南西中学校

石田小学校線・南西2号線 貢川小学校～石田小学校

宿・下曽根線 甲府中央右左口線交点～中道南小学校

鍛冶小路線・愛宕山公園線 甲府山梨線交点～北東中学校

甲府一高南線 甲府韮崎線交点～甲府第一高校

上の平線 国道358号線～甲府市中道ｽﾎﾟｰﾂ広場

中央市場2号線・中央市場1号線 甲府市川三郷線交点～南西部市民センター

元柳町（5）線 甲府山梨線交点～北東部市民センター

南アルプス線交点～甲府工業高校・朝日小学校

南アルプス線交点～西中学校

国道52号線～新田小学校

中下條甲府線交点～県立城西高校

芋洗川北通り線 国道358号交点～旧相生小学校

相生5号線・二十人南線 国道358号交点～甲府市自治研修センター

甲府市

一般県道

市道

朝日荒川線

新田小学校東通り線

市町村名 道路種別 路線名 起終点

   国道358号

一般国道

   甲府市川三郷線

   甲府韮崎線

主要地方道
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市町村名 道路種別 路線名 起終点

国道137号 新倉2676-2～新倉2617-2

国道137号 市道武蔵4号線交点～国道139号線交点

国道138号 国道139号線交点～山中湖村飛地境

国道138号 山中湖村飛地境～山中湖村飛地境

国道139号線の一部 富士河口湖町境～上宿交差点

国道139号線の一部
国道139 号線交点 (金鳥居交差点)～ 県道山中湖忍野富士吉田線交点(中曽根
交差点)

国道139号線の一部 上吉田1417-1～西桂町境

富士北麓公園線の一部 富士河口湖町境～市道富士上吉田線交点

富士上吉田線の一部 県道富士北麓公園線交点～上吉田1092-5

山中湖忍野富士吉田線の一部 国道139号線交点～下吉田2386-3

昭和大学通り線の一部 県道富士北麓公園線交点～上吉田4913-5

城山東2号線の一部 国道138号交点～城山東4号線交点

城山東4号線 市道城山東2号線交点～市道城山東5号線交点

城山東5号線 国道139号線交点～市道城山東4号線交点

中央通り線の一部 竜ヶ丘1丁目898-615～国道139号線交点

昭和通り線の一部 県道山中湖忍野富士吉田線交点～市道月江寺大明見線交点

月江寺大明見線の一部 市道昭和通り線交点～国道139号線交点

新倉南線 富士河口湖町境～市道中央通り線交点

一般国道 国道139号線 西桂町境～大月市境までの間

県道都留道志線 国道１３９号交差点～道志村境までの間

県道四日市場上野原線 国道１３９号交差点～上野原市境までの間

県道都留インター線 国道１３９号交差点～都留インターチェンジまでの間

国道140号線 市内全線

国道411号線 市内全線

山梨市停車場線 万力小屋敷線交点～国道411号交点

下神内川石和温泉停車場線 山梨市停車場線交点～笛吹市境

柳平塩山線 国道140号線交点～市立牧丘病院

万力小屋敷線 山梨市停車場線交点～甲州市境

一宮山梨線 市内全線

市役所前通り線 万力1830－15、鴨居寺542－3

山梨市駅東山梨線 上神内川1231－7、小原東387－1

富士塚通り線 国道140号交点～フルーツライン交点

フルーツライン 富士塚通り交点～笛吹川フルーツ公園

中央自動車道（西宮線） 市内全線

中央自動車道（富士吉田線） 市内全線

国道20号 市内全線（ただし大月橋東詰交差点～高月橋入口交差点を除く）

国道20号　大月バイパス 国道139号交点（都留高校南交差点）～国道20号交点（駒橋交差点）

国道139号線（指定区間） 都留市境～国道20号交点（大月橋東詰交差点）

一般国道指定外 国道139号線（指定区間外） 国道20号交点（高月橋入口交差点）～小菅村境

一般国道 国道20号 市内全線

主要地方道 韮崎南アルプス富士川線（旧国道52号線） 市内全線

一般国道 国道141号 市内全線

甲府・韮崎線 市内全線

韮崎南アルプス中央線 市内全線

茅野・北杜・韮崎線 市内全線

韮崎昇仙峡線 国道141号交差点から韮崎ICまで

韮崎増富線 市内全線

一般国道 国道52号線（甲西国道） 市内全線

韮崎南アルプス富士川線（旧国道52号線）
富士川町境～甲西工業団地入口交差点
御勅使公園入口交差点～韮崎市境

韮崎南アルプス中央線（新山梨環状道路） 韮崎市境～櫛形大橋東詰～若草ランプ入口、浅原橋西～中央市境

南アルプス甲斐線 若草ランプ入口～浅原橋西

甲斐早川線 甲斐市境～南アルプス市芦安支所

富士川南アルプス線 市内全線

今諏訪北村線 甲府南アルプス線交差点～国道52号交差点

国道・工業団地線 甲西工業団地入口交差点～甲西工業団地北交差点

八田163号線 湧暇季の里西交差点～御勅使公園入口交差点

高速道路 中央自動車道（西宮線） 市内全線

国道20号 市内全線

国道141号 市内全線

北杜富士見線 国道141号交点（高根町）～長野県境

茅野北杜韮崎線 北杜富士見線交点～韮崎市境

韮崎増富線 韮崎市境～北杜市役所明野総合支所

北杜八ヶ岳公園線 長坂小淵沢線交点（大泉町）～国道141号交点（須玉町）

須玉インター線 市内全線

北杜市

山梨市

韮崎市

主要地方道

南アルプス市
主要地方道

市道

一般国道

主要地方道

一般国道

一般県道

市道

一般国道
大月市

高速道路

富士吉田市

一般国道

県道

市道

都留市
一般県道
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市町村名 道路種別 路線名 起終点

長坂小淵沢線 国道141号交点（高根町）～北杜八ヶ岳公園線交点（大泉町）

須玉中田線 韮崎市境～塩川病院（須玉町）

台ヶ原富岡線 国道20号交点（白秋町）～茅野・北杜・韮崎線交点（長坂町）

長坂上条40号線 全線

箕輪・下黒澤線 全線

農道 八ヶ岳南広域農道
市道富岡・大八田線交点（長坂町）～北杜八ヶ岳公園線と市道箕輪・下黒澤線交
点（高根町）

国道20号 市内全線

国道52号 市内全線

国道52号（甲西道路） 市内全線

甲府南アルプス線 昭和町境～南アルプス市境

甲府韮崎線 甲府市境～国道20号交点

甲府昇仙峡線 金石橋～長潭橋

甲斐早川線（旧甲斐芦安線） 国道20号交点～南アルプス市境

甲斐中央線 国道20号交点～昭和町境

一般県道 中下条甲府線 甲府韮崎線交点～甲府市境

市道 赤坂公園本線 国道２０号交点～赤坂台病院

高速道路 中央自動車道 市内全線

国道20号 市内全線

国道137号 国道20号交点～富士河口湖町境

国道140号線 市内全線

国道411号線 市内全線

国道358号 市内全線

甲府笛吹線 市内全線

白井甲州線 市内全線

笛吹市川三郷線 甲府市境～白井甲州線交点

下神内川石和温泉停車場線 山梨市境～小松十字路

山梨笛吹線 市内全線

石和温泉停車場線 国道20号交点～国道411号交点

鴬宿上曽根線 国道358号交点～藤垈石和線交点

藤垈石和線 白井甲州線交点～鶯宿上曽根線交点

一宮山梨線 国道411号交点～下神内川石和温泉停車場線交点

市道 市道1-20号線 白井甲州線交点～峡東防災備蓄倉庫2

高速道路 中央自動車道（富士吉田線） 市内全線

一般国道 国道20号 市内全線

上野原丹波山線 市内全線

上野原あきる野線 国道２０号交点～上野原丹波山線交点

四日市場上野原線 市内全線

国道20号 市内全線

国道411号線 市内全線

国道411号線 国道411号交点（甲州市）～甲州市本庁舎（甲州市）

主要地方道 白井甲州線 甲州市内（勝沼町地内）

一般県道 万力小屋敷線 山梨市停車場線交点（山梨市）～白井甲州線交点（甲州市）

上於曽81号線 上於曽50-9～西広門田69

下塩後22号線 国道411号線交点～市道上於曽81号線交点

上塩後22号線 市道上於曽81号線交点～万力小屋敷線交点

一般国道 国道140号線 甲府市境から市川三郷町境までの間

甲府市川三郷線 昭和町境から市川三郷町境までの間

甲府市川三郷線（昭和バイパス） 昭和町境から韮崎南アルプス中央線交差点までの間

韮崎南アルプス中央線 南アルプス市境から国道140号交差点までの間

韮崎南アルプス中央線（新山梨環状道路） 南アルプス市境から甲府市境までの間

甲府中央右左口線
甲府市境から国道140号交差点までの間
市道3579号線交差点から甲府市境までの間

市道1003号線 昭和町境から山梨大学医学部までの間

市道1028号線・市道2017号線 甲府市川三郷線交差点から県立防災安全センターまでの間

市道3579号線 全線

一般国道（指定外） 国道140号線 県内全線

甲府市川三郷線 国道140号交点（甲府市）～市川三郷鰍沢線（市川三郷町市川大門）

市川三郷鰍沢線 全線

甲府市川三郷線 国道358号交点（甲府市）～市川三郷鰍沢線交点(市川三郷黒沢)

市川三郷身延線 全線

大木法師倉線 市川三郷鰍沢線交点（市川三郷町黒沢）～大木川鳥線交点（市川三郷黒沢）

大木川鳥線 大木法師倉線交点(市川三郷町黒沢)～県警ヘリポート（市川三郷町黒沢）

国道52号 西嶋トンネル～横根中（南部町境）

国道300号 中ノ倉（富士河口湖町境）～下山（国道52号交差点）

市川三郷身延線 古関（国道300号交差点）～梅平（国道52号分岐）

富士川身延線 身延橋～大島（南部町境）

南アルプス公園線 下山（国道52号交差点）～小原島（早川町境）

北杜市

甲斐市

一般国道

主要地方道

笛吹市

一般国道

主要地方道

一般県道

市川三郷町

上野原市

主要地方道

一般国道

中央市

主要地方道

市道

市道

甲州市

主要地方道

町道

身延町

一般国道

主要地方道

市道

一般県道
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市町村名 道路種別 路線名 起終点

国道52号 静岡県境～国道52号（甲西道路）交点

国道469号 町内全線

主要地方道 富士川身延線 国道52号交点～国道469号交点

内船停車場線 町内全線

釜の口塩沢線 国道52号交点～峡南身延管理課防災備蓄倉庫

高速道路 中部横断自動車道 町内全線

国道52号（甲西道路） 国道52号との交点（南側）から南アルプス市境

国道52号 身延町境から甲西道路との交点

国道140号線 南アルプス市境から国道52号（甲西道路）との交点

一般国道 国道20号 町内全線

塩部町開国橋線（アルプス通り） 町内全線

甲府市川三郷線（昭和バイパス） 町内全線

甲府市川三郷線 町内全線

甲斐中央線 甲斐市境～甲府市川三郷線（昭和バイパス）交点

一般国道 国道413号 村内全線

主要地方道 県道都留道志線 全線

西桂町 一般国道 国道139号線 都留市境から富士吉田市境までの間

一般県道 山中湖忍野富士吉田線 鳥居地トンネル入口～忍野小学校前

   入角丸尾岸線 忍野小学校前～村道山中道線交差点まで

山中道線 山中道線交差点～山中湖村境まで

国道138号 梨ケ原（市村境界）～篭坂峠（県境）

国道413号 旭日丘交差点～山伏トンネル入口

一般県道 山中湖忍野富士吉田線 山中湖西交差点～上村交差点

国道137号 県道富士河口湖富士線との接点から笛吹市境まで

国道139号線 富士吉田市境から鳴沢村境まで

鳴沢富士河口湖線 県道富士河口湖富士線との接点から町道0151号線との接点まで

青木ヶ原船津線 町道0151号線との接点から県道河口湖精進線との接点まで

県道富士河口湖富士線 国道137号線との接点から国道139号線との接点まで

町道 　 町道0151号線 県道鳴沢富士河口湖線との接点から県道青木ヶ原船津線との接点まで

国道139号線 小菅村境から大月市までの間

国道139号線 小菅村境から奥多摩町までの間

一般県道 上野原丹波山線 上野原市境から丹波山村境までの間

一般国道 国道411号線 甲州市境から奥多摩町までの間

主要地方道 上野原丹波山線 国道411号線交差部から小菅村境までの間

富士河口湖町

一般国道

南部町

一般国道

一般県道

富士川町
一般国道

昭和町
主要地方道

小菅村
一般国道

丹波山村

村道
忍野村

一般県道

道志村

山中湖村
一般国道
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