
記者発表資料

平成２４年８月６日（月）
国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所

国道・県道で大雨による事前通行規制を行うことがあります

～災害を未然に防ぐために～

記録的な雨量で全国各地で甚大な災害が発生しておりますが、山梨県内
でも雨による事前通行規制区間（※）において、災害を未然に防ぐために、でも雨による事前通行規制区間（※）において、災害を未然に防ぐために、
通行止を行うことがあります。

大雨時においては、ホームページ等で情報を確認願います。
※事前通行規制区間

台風などの大雨の際にあらかじめ定めた規制雨量に達すると、道路利用者の安全を確保する
ため通行止めを行う事です。

■山梨県内の事前通行規制区間及び通行止の情報梨県内 事前通行規制 間及び通行 情報
情報は、下記ホームページよりご覧下さい。

【山梨県内の事前通行規制区間】・・・・・・甲府河川国道事務所ＨＰ
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu_index019.html

【山梨県内の国道通行止の情報】・・・・・・甲府河川国道事務所ＨＰ
http://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/

※国道20号・52号・138号・139号（一部）

【山梨県内の国道・県道通行止の情報】・・・山梨県ＨＰ
http://www.pref.yamanashi.jp/douro.shtml

※上記国道20号・52号・138号・139号（一部）以外の国道・県道

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

◇◇問い合わせ先◇◇

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所国土交通省 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
道路管理第二課長 篠遠 富恵（しのとお とみえ） TEL 055-252-8898

山梨県 県土整備部 道路管理課

道路管理課長 鈴木 洋一（すずき よういち） TEL 055-223-1695
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【山梨県内の事前通行規制区間】
（北西部・峡北エリア）

山梨県の雨による通行規制管理区間（県管理）

番号 路線名 担当事業所 規制区間（上段・自／下段・至） 規制延長(km) 規制基準値(連続) 現在の現地状況

中北建設 北杜市高根町長沢（大門ダム入口分岐）
事務所 北杜市高根町念場原
中北建設 甲府市梯町字割畑（旧料金所）

4 国道141号 3 80mm

中北建設 甲府市梯町字割畑（旧料金所）
事務所 甲府市左右口町字城越
中北建設 甲府市下帯那河方
事務所 甲府市竹日向羅漢尻
中北建設 甲府市高成町覚円隧道
事務所 甲府市高成町御岳隧道
中北建設 北杜市小淵沢町小淵沢久保
事務所 北杜市高根町美ケ森（十字路）
中北建設 北杜市須玉町江草字大渡
事務所 北杜市須玉町増富温泉（湯橋）
中北建設 韮崎市穂坂町柳平字古森
事務 斐 神 神 橋

70mm

29 韮崎昇仙峡線 7 4

100mm

22 北杜富士見線 19.8

27 韮崎増富線 7.9

100mm

150mm

14 甲府昇仙峡線 4

15 甲府昇仙峡線 1.5

100mm

6 国道358号 5.7

100mm
事務所 甲斐市神戸（神戸橋）
中北建設
事務所
峡東建設
事務所

笛吹 峡南建設 西八代郡市川三郷町三帳（三帳橋）
市川三郷線 事務所 西八代郡市川三郷町川浦（集落口）
南アルプス 峡南建設 南アルプス市芦安芦倉（野呂川橋）
公園線 事務所 南巨摩郡早川町奈良田地内
南アルプス 峡南建設 南巨摩郡早川町奈良田地内
公園線 事務所 南巨摩郡身延町小原島地内

38 34.2

山梨市切差字戸市

34 7.3

37 16.2

29 韮崎昇仙峡線 7.4

30 甲府山梨線
甲府市上積翠寺町洞池内

8

100mm

100mm

80mm

70mm

70mm

中北建設 甲斐市下福沢（宮沢橋）
事務所 甲斐市漆戸（漆戸橋）
中北建設 甲府市下帯那町（千代田湖）
事務所 甲府市和田町（峠下）

県民の森 中北建設 南アルプス市上市之瀬（県民の森）
公園線 事務所 南アルプス市上市之瀬（集落上）

中北建設 甲府市川窪町（野猿橋）
事務所 甲府市猪狩町（新静観橋）
中北建設 甲府市右左口町宇宿
事務所 甲府市梯町
峡南建設 南巨摩郡富士川町小室（二の橋）

高下鰍沢線

42 川窪猪狩線 3.5

44 甲府精進湖線 8.6

80mm

40mm

40 天神平甲府線 3

41 4

150mm

100mm

39 敷島竜王線 3 100mm

峡南建設 南巨摩郡富士川町小室（二の橋）
事務所 南巨摩郡富士川町境（万年橋）
峡南建設 南巨摩郡富士川町平林字岩下新梨
事務所 南巨摩郡富士川町春米（堰堤横）
中北建設 北杜市高根町浅川字水頭
事務所 北杜市須玉町下津金（万年橋）
中北建設 北杜市須玉町比志（県道分岐）
事務所 北杜市須玉町和田（御塚橋）
中北建設 韮崎市旭町上条北割（甘利山駐車場）
事務所 韮崎市旭町上条北割鋳物師屋

59 甘利山公園線 12.9

57 清里須玉線 12.4

58 原浅尾韮崎線 4.8

47 高下鰍沢線 1

52 平林青柳線 7.9

80mm

80mm

80mm

100mm

80mm
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【山梨県内の事前通行規制区間】
（北東部・大月エリア）

路線名

区間名

国道20号 上野原市井戸尻 72k300

番号 規制区間（上段・自／下段・至） 路離標 規制延長(km) 規制基準値（連続）
現在の
現地状況

関東11 0 6 250mm
下記

山梨県の雨による通行規制管理区間（直轄管理）

上野原 上野原市腰巻 72k900

国道20号 上野原市四方津 80k800

梁川 大月市梁川町新倉 82k300

国道20号 大月市大月町真木 98k500

初狩 大月市初狩町下初狩 99k400

国道20号 甲州市大和町鶴瀬 115k200

初鹿野 甲州市勝沼町柏尾 117k800

関東11 0.6 250mm
 リンク11

関東12 1.5 200mm
下記
リンク12

関東13 0.9 250mm
下記
リンク13

関東14 2.6 200mm
下記
リンク14

山梨県の雨による通行規制管理区間（県管理）

番号 路線名 担当事業所 規制区間（上段・自／下段・至） 規制延長(km) 規制基準値(連続) 現在の現地状況番号 路線名 担当事業所 規制区間（上段 自／下段 至） 規制延長(km) 規制基準値(連続) 現在の現地状況
富士東部 大月市七保町瀬戸字上和田
建設事務所 北都留郡小菅村小永田集落上
富士東部 北都留郡小菅村池の尻字出口
建設事務所 北都留郡小菅村金風呂字県境
峡東建設 山梨市三富広瀬地内
事務所 山梨市三富川浦（地蔵沢橋）
富士東部 北都留郡丹波山村字鴨沢
建設事務所 北都留郡丹波山村字奥秋
富士東部建設事務所 北都留郡丹波山村字奥秋
峡東建設事務所 甲州市落合字落合
峡東建設 甲州市塩山上萩原（柳沢峠）
事務所 甲州市塩山上萩原字裂石

上野原 富士東部 上野原市西原字飯尾
23 7 4 100

9 国道411号 11.1

10 国道411号 8.8

80mm

100mm

3 国道140号 4.2

8 国道411号 9.2

2 国道139号 5

1 国道139号 17.6 100mm

100mm

80mm

80mm

野原 富 東部 野原市西原字飯尾
丹波山線 建設事務所 北都留郡小菅村はいまぜ地内
上野原 富士東部 上野原市原字沢渡
丹波山線 建設事務所 上野原市西原字初戸
上野原 富士東部 北都留郡小菅村今川地内
丹波山線 建設事務所 北都留郡丹波山村押垣外字地内
上野原 富士東部 上野原市棡原（鏡渡大橋）
あきる野線 建設事務所 上野原市棡原（尾続桟道橋）
四日市場 富士東部 都留市曽雌（落合橋）
上野原線 建設事務所 上野原市秋山無生野（雛鶴神社前）
四日市場 富士東部 上野原市秋山中野（役場先）
上野原線 建設事務所 上野原市秋山字桜井（秋山トンネル）
笛吹 峡東建設 笛吹市八代町奈良原大口山上バス停上
市川三郷線 事務所 笛吹市芦川町新井原ヘリポート前

36 3.3 120mm

32 5.2

33 5.9

100mm

100mm

25 5.6

31 2

100mm

100mm

23 7.4

24 3.5

100mm

100mm

大菩薩 峡東建設 甲州市大和町田野
初鹿野線 事務所 甲州市大和町木賊

富士東部
富士河口湖 建設事務所
笛吹線 峡東建設

事務所
大菩薩 峡東建設 甲州市塩山上萩原（上日川峠）
初鹿野線 事務所 甲州市塩山上萩原（一の平林道交点）
塩山（停） 峡東建設 甲州市塩山上萩原字裂石
大菩薩嶺線 事務所 甲州市塩山上萩原（上日川峠）
柳平 峡東建設 山梨市牧丘町柳平地内
塩山線 事務所 山梨市牧丘町杣口地内（鳥之口橋）

64 9.2

62 6.8

63 6.4

80mm

60
南都留郡富士河口湖町河口

12.1
笛吹市御坂町藤野木

130mm

45 3.3 80mm

80mm

120mm
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【山梨県内の事前通行規制区間】
（南西部・峡南エリア）

山梨県の雨による通行規制管理区間（直轄管理）

路線名
区間名

国道52号 南巨摩郡南部町境川 19k500
万沢 南巨摩郡南部町越渡 24k400
国道 号 南巨摩郡身延町波木井

番号 規制区間（上段・自／下段・至） 路離標 規制延長(km) 規制基準値（連続） 現在の現地状況

関東15 4.8 200mm 下記リンク15

国道52号 南巨摩郡身延町波木井 49k600
古屋敷 南巨摩郡身延町古屋敷 52k000

関東16 2.4 150mm 下記リンク16

山梨県の雨による通行規制管理区間（県管理）

番号 路線名 担当事業所 規制区間（上段・自／下段・至） 規制延長(km) 規制基準値(連続) 現在の現地状況

富士東部 南都留郡富士河口湖町本栖
建設事務所 （本栖トンネル手前）
峡南建設
事務所
富士東部
建設事務所
中北建設
事務所
峡南建設 南巨摩郡南部町十島（県境）
事務所 南巨摩郡南部町十島字下谷戸

5 国道300号 18.4
南巨摩郡身延町北川（北川橋）右岸詰

80mm

7 国道358号
南都留郡富士河口湖町精進字卯当沢

5.6
甲府市古関町字平川（公衆トイレ横）

150mm

13 国道469号 1.2 120mm
事務所 南巨摩郡南部町十島字下谷戸

市川三郷 峡南建設 南巨摩郡身延町車田（車田橋）
身延線 事務所 南巨摩郡身延町北川（北川橋）
市川三郷 峡南建設 南巨摩郡身延町下八木沢地内
身延線 事務所 南巨摩郡身延町帯金地内

峡南建設 南巨摩郡南部町万沢（県境）
事務所 南巨摩郡南部町万沢字大沢
峡南建設 南巨摩郡南部町十島字城山
事務所 南巨摩郡南部町井出（富栄橋）
峡南建設 南巨摩郡南部町井出（富栄橋）
事務所 南巨摩郡南部町内船字寄畑
峡南建設 南巨摩郡身延町馬込地内
事務所 南巨摩郡南部町小内船地内

笛吹 峡南建設 西八代郡市川三郷町三帳（三帳橋）
市川三郷線 事務所 西八代郡市川三郷町川浦

峡東建設

国道 号

16 3.4 100mm

17 1.5

18 富士川身延線 1.2

120mm

100mm

19 富士川身延線 3.3

20 富士川身延線 1.1

120mm

150mm

21 富士川身延線 2.2

34 7.3

150mm

80mm

笛吹市芦川町中芦川（役場前）
笛吹 事務所
市川三郷線 中北建設

事務所
南アルプス 峡南建設 南巨摩郡早川町奈良田地内
公園線 事務所 南巨摩郡身延町小原島地内

中北建設 甲府市古関町平川（永泰橋）
事務所 南都留郡富士河口湖町精進（精進峠）
峡南建設 南巨摩郡身延町割子
事務所 南巨摩郡身延町上田原（富士川橋西詰）
峡南建設 南巨摩郡富士川町小室（二の橋）
事務所 南巨摩郡富士川町境（万年橋）
峡南建設 南巨摩郡富士川町十谷（集落下）
事務所 南巨摩郡富士川町鬼島（国道52号分岐）

四尾連湖 峡南建設 西八代郡市川三郷町山家（集落下）
公園線 事務所 西八代郡市川三郷町（広域農道交差点）

峡南建設 南巨摩郡身延町出口（出口橋）

35
笛吹市芦川町中芦川（役場前）

6.4
甲府市古関町平川（芦川大橋）

80mm

38 34.2

43 甲府精進湖線 6.8

70mm

80mm

46 割子切石線 3

47 高下鰍沢線 1

80mm

80mm

48 十谷鬼島線 6.2

49 8.7

80mm

80mm

部飯富線
峡南建設 南巨摩郡身延町出口（出口橋）
事務所 南巨摩郡身延町飯富（飯富橋西詰）
峡南建設 南巨摩郡身延町栃代（バス停）
事務所 南巨摩郡身延町岩欠（集落上）
峡南建設 西八代郡市川三郷町
事務所 （四尾連湖公園線交点）

南巨摩郡身延町熊沢（熊沢橋）
湯之奥 峡南建設 南巨摩郡身延町湯之奥
上之平線 事務所 南巨摩郡身延町下部（善隣橋）

峡南建設 南巨摩郡身延町根子（和合橋）
事務所 南巨摩郡身延町瀬戸（照坂トンネル）
峡南建設 南巨摩郡身延町中山（大陸橋）
事務所 南巨摩郡身延町切石（御崎橋）
峡南建設 南巨摩郡早川町馬場隧道
事務所 南巨摩郡早川町大島

80mm

80mm

80mm

80mm

70mm

50 下部飯富線 2.1

51 栃代常葉線 5.2

80mm

80mm

3.4

53 山保久那土線 6.9

54 2.9

61 雨畑大島線 4

55 折門古関線 5.8

56 遅沢静川線
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【山梨県内の事前通行規制区間】
（南東部・富士五湖エリア）

山梨県の雨による通行規制管理区間（県管理）

番号 路線名 担当事業所 規制区間（上段・自／下段・至） 規制延長(km) 規制基準値(連続) 現在の現地状況

富士東部 南都留郡山中湖村平野
建設事務所 南都留郡道志村長又
富士東部 南都留郡道志村小善地
建設事務所 南都留郡道志村月夜野（両国橋）
富士東部 南都留郡富士河口湖町西湖（集落出口）
建設事務所 南都留郡富士河口湖町根場（集落入口）
富士東部 都留市菅野字（集落上）
建設事務所 南都留郡道志村神地（五輪バス停手前）

28 都留道志線 9.6

12 国道413号 9

26 河口湖精進線

130mm

3.5

11 国道413号 9 130mm

100mm

100mm
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【山梨県内の通行規制状況】

■平成24年度の規制状況（直轄国道）

平成24年6月19日（火）台風4号

国道52号 万沢地区 6月19日（火）20:30～6月20日（水）8:00
国道52号 古屋敷地区 6月19日（火）20:30～6月20日（水）1:10

■平成24年度の規制状況（県管理）

○平成24年5月2日（水）～3日（木）豪雨

・国道139号 大月市七保町瀬戸字上和田
～小菅村小永田字集落上

5月3日（火）1:00～16:00
・外 11路線17箇所（国道2路線5箇所、県道9路線12箇所）

○平成24年6月19日（火）台風4号

・国道469号 南部町十島字県境～下谷戸
6月19日（火）20:30～6月20日（水）5:30

・外 35路線47箇所（国道3路線6箇所、県道32路線41箇所）

○平成24年7月20日（金）豪雨

・国道411号 甲州市塩山上萩原（柳沢峠）～字裂石
7月20日（金）17:30～7月21日（土）5:40
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