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地元住民の方々と一緒に 交通安全点検 を実施します。
～山梨県事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の取り組み～
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甲府河川国道事務所では、地元住民及び関係機関と協働し、

国道１３９号（富士河口湖町本栖～精進地先）において、事故危

険区間の事故原因やヒヤリハット等について現地を点検します。

なお この取組は事故ゼロプランの一環として実施するもの

もとす しょうじ

なお、この取組は事故ゼロプランの 環として実施するもの

であり、点検後は、事故対策案を検討し、効率的かつ効果的に

事故対策を実施します。

【点検日時】 ： 平成２３年１１月２９日（火）午後２時から

【集合場所】 ： 精進活性化センター（富士河口湖町精進514-1）

【参加予定者】：地域住民の代表者
甲府河川国道事務所、山梨県、富士河口湖町、
富士吉田警察署

【実施内容】 概要説明 現地点検 意見交換

しょうじ

【実施内容】 ： 概要説明、現地点検、意見交換

発表記者クラブ

山梨県政記者クラブ、神奈川建設記者会、竹芝記者クラブ

◇◇問合せ先◇◇

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所

副所長 乙守 和人（おつもり かずと） TEL 055-252-5491

交通対策課長 仲村 哲男（なかむら てつお） TEL 055-252-9581
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参考
【実施イメージ】

【現地点検】 【意見交換】

【点検位置図】

【集合場所】

【点検箇所】
(仮称)精進湖入口～

民宿村入口交差点

【集合場所】
精進活性化センター

※今回の点検箇所は、地元から｢見通しの

山梨県事故ゼロプラン (事故危険区間重点解消作戦)の概要

【点検箇所】 ： 国道１３９号 (仮称)精進湖入口～民宿村入口交差点

【集合場所】 ： 精進活性化センター（富士河口湖町精進５１４－１）

（国道１３９号と県道７０６号精進湖畔線の交差部より県道側に約１００ｍ入った所）

悪さに起因する事故の発生が懸念される。｣
との改善要望も寄せられている。

山梨県内の幹線道路（国・都道府県道）の24％の区間に死傷事故件数の72％が集中しています。このような危険な区間

を事故データと市民の方々等からご意見を頂きながら『事故危険区間』として選定し、市民に交通事故が起こりやすい危険

な箇所として認識頂き、集中的・重点的に、交通事故の対策に取り組む「山梨県事故ゼロプラン」を展開しています。

甲府河川国道事務所では、平成22年12月に開催した第三者委員会での意見等を参考に『事故危険区間』を抽出し、早

期の対策が可能で、かつ高い効果が期待される区間を『事故危険区間優先対策箇所』として、管理する国道（４路線、約２

５８km）で２４箇所選定し 対策に取り組んでいます

山梨県事故ゼロプラン (事故危険区間重点解消作戦)の概要

５８km）で２４箇所選定し、対策に取り組んでいます。

参考ＨＰ ： http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_00000151.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00062.html

○「事故ゼロプラン」の対策箇所においては、地域の方にも事故危険区間を認識して頂くため、今回のような現地点検の実

施や、事故ゼロプランの対象区間である旨の現地表示等を行っていきます。
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山梨県内の事故危険区間優先対策箇所

1 山梨県 甲府中央右左口線 （仮）諏訪神社南交差点 32 山梨県 一般国道１３８号 山中湖西交差点

2 山梨県 甲府昇仙峡線 (仮)新荒川橋南側Ｙ字路 33 山梨県 甲府昇仙峡線 甲府工業高西交差点北側単路

3 山梨県 一般国道１４０号 （仮）上阿原南交差点 34 山梨県 一般国道５２号 飯野新町交差点

4 山梨県 一般国道５２号 竜王立体交差点 35 山梨県 一般国道２０号 双田道交差点

No. 都県 路線名 交差点名No. 交差点名都県 路線名

参考

5 山梨県 一般国道５２号 相生歩道橋交差点 36 山梨県 甲府韮崎線 甲府駅前～県庁前交差点間

6 山梨県 天神平甲府線 国立病院前交差点 37 山梨県 山中湖忍野富士吉田線 （仮）セルバ前交差点

7 山梨県 甲府韮崎線 下宿交差点 38 山梨県 中下条甲府線 （仮）長松寺町4-1交差点

8 山梨県 一般国道１４０号 （仮）梅之木橋南交差点 39 山梨県 甲府山梨線 護国神社入口交差点

9 山梨県 一般国道１３９号 （仮）吉田高入口交差点 40 山梨県 一般国道５２号 竜王・貢川地区

10 山梨県 一般国道２０号 大月市立病院交差点 41 山梨県 一般国道２０号 大月橋東詰交差点

11 山梨県 甲府韮崎線 武田交差点 42 山梨県 一般国道２０号 上町交差点西側単路

12 山梨県 甲府市川三郷線 (仮)西条200～河西506区間 43 山梨県 甲府南アルプス線 貢川小南交差点

13 山梨県 甲府韮崎線 東町交差点 44 山梨県 甲斐中央線 玉川団地入口～（仮）百一紙業前交差点間

14 山梨県 一般国道４１１号 小林公園前交差点東側単路 45 山梨県 甲府南アルプス線 （仮）ＡＢＣ前交差点

15 山梨県 甲府精進湖線 (仮)第一蛭沢橋東詰交差点 46 山梨県 一般国道２０号 ＪＡ梨北前単路

16 山梨県 甲府南アルプス線 竜王西小北交差点 47 山梨県 一般国道５２号 追分～(仮）長沢公民館北交差点間

17 山梨県 一般国道１４０号 笛南中北１交差点 48 山梨県 一般国道４１１号 西広門交差点

18 山梨県 甲府昇仙峡線 甲府工業高校西交差点 49 山梨県 一般国道１３９号 大田和交差点

19 山梨県 甲府韮崎線 宮前交差点 50 山梨県 一般国道１３９号 本栖交差点～本栖橋前区間

20 山梨県 一般国道１４０号 十郎橋西交差点 51 山梨県 一般国道３５８号 橋東交差点

21 山梨県 臼井甲州線 上町交差点 52 山梨県 一般国道２０号 （仮）花咲庁舎入口交差点

22 山梨県 一般国道４１１号 （仮）甲斐奈神社付近Ｔ字路 53 山梨県 長沢小淵沢線 ＪＡ梨北小泉支所前交差点

23 山梨県 小和田猿橋線 （仮）下和田367交差点 54 山梨県 甲斐芦安線 六科～源交差点間

24 山梨県 一般国道２０号 船山橋北詰交差点 55 山梨県 一般国道１３７号 山の神川南側単路

25 山梨県 一般国道２０号 竜王駅入口交差点 56 山梨県 一般国道１３９号 （仮）精進湖入口～民宿村入口交差点間

26 山梨県 甲府韮崎線 北部市民センター前交差点 57 山梨県 韮崎昇仙峡線 （仮）韮崎駅西交差点

27 山梨県 一般国道２０号 中小河原交差点 58 山梨県 一般国道２０号 （仮）上野原市役所前交差点～鶴川入口歩道橋間

28 山梨県 甲府韮崎線 朝日５交差点 59 山梨県 一般国道５２号 大城川橋区間

山梨県 般 道 号 上 段交差点 山梨県 般 道 号 柳 橋 十谷 交差点間

「山梨県事故ゼロプラン（事故危険

29 山梨県 一般国道１３７号 上の段交差点 60 山梨県 一般国道５２号 小柳川橋～十谷入口交差点間

30 山梨県 一般国道３５８号 光澤寺西交差点 61 山梨県 一般国道１３９号 道の駅なるさわ

31 山梨県 一般国道１３９号 新宮川橋交差点 62 山梨県 一般国道５２号 富栄橋西交差点

今回点検箇所

梨県 険
区間重点解消作戦）」位置図
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