
【交通事故対策優先候補箇所（案）】

交通事故対策優先候補箇所一覧表

候補
箇所
番号 箇所名 路線名 地区 代表住所１ 代表住所２ 参考

1 山梨市 中牧神社北交差点 杣口塩山線 甲府 山梨市牧丘町千野々宮５７６ 中牧神社の東側
2 富士河口湖町船津 河口湖富士線 富士北麓 富士河口湖町船津３２３４
3 甲斐市万才 甲府櫛形線 甲府 甲斐市万才２９０
4 昭和町西条 甲府市川大門線 甲府 中巨摩郡昭和町西条８３０ 山梨中央銀行の北東側
5 甲府市桜井町 国道140号 甲府 甲府市桜井町３３５ 十郎橋の東約１５０ｍ
6 昭和町飯喰 甲府市川大門線 甲府 中巨摩郡昭和町飯喰４６０ ココスの東側
7 大月市　大月インター入口交差点 国道20号 東部 大月市大月町花咲４２２ デニーズ大月インター店前
8 甲府市酒折１ 国道411号 甲府 甲府市酒折１－６ 大円新橋の東約１５０ｍ
9 南アルプス市　飯野一区交差点 飯野新田白根線 甲府 南アルプス市飯野１１２３
10 甲府市丸の内１・２ 甲府敷島韮崎線 甲府 甲府市丸の内１－２ 甲府市丸の内２－２
11 笛吹市石和町河内 国道140号 甲府 笛吹市石和町河内４５３ ガソリンスタンド前
12 山梨市一町田中 国道411号 甲府 山梨市一町田中９２ 日川橋
13 甲府市北口２ 甲府山梨線 甲府 甲府市北口２－１
14 甲府市相生１・２ 国道358号 甲府 甲府市相生１－２１ 甲府市相生２－１８ 相生小学校の西側
15 増穂町青柳町 平林青柳線 甲府 南巨摩郡増穂町青柳町２ 南巨摩郡増穂町青柳町３
16 甲府市　伊勢１－８交差点 甲府市川大門線 甲府 甲府市伊勢１-８ 千秋橋の東側
17 甲府市善光寺１ 国道411号 甲府 甲府市善光寺1-２０
18 甲府市丸の内１・２ 甲府敷島韮崎線 甲府 甲府市丸の内１－２ 甲府市丸の内２－１
19 甲斐市竜地 島上条宮久保絵見堂線 甲府 甲斐市竜地６５５７ 双葉東小学校の南側
20 甲府市　甲府署前交差点 国道52号 甲府 甲府市丸の内３－１
21 田富町　駅入口交差点 甲府市川大門線 甲府 中巨摩郡田富町布施２１１８
22 昭和町　国母駅入口交差点 甲府市川大門線 甲府 中巨摩郡昭和町西条４５８ 古屋工務店前
23 笛吹市石和町小石和 白井河原八田線 甲府 笛吹市石和町小石和４２
24 甲府市国母５ 国道20号 甲府 甲府市国母５ パチンココクサイ前
25 南アルプス市　西野１５２０交差点 今諏訪北村線 甲府 南アルプス市西野１５２０ 桃の丘団地入口交差点北側
26 甲府市徳行４ 国道20号 甲府 甲府市徳行４－１４ トヨタレンタリース山梨駐車場
27 甲府市中小河原１ 国道20号 甲府 甲府市中小河原１－１７ 甲府市中小河原町６２ スマル亭前
28 甲府市　武田交差点 甲府敷島韮崎線 甲府 甲府市武田１ 甲府市武田２ 新紺屋小学校前
29 大月市　大月市立病院交差点 国道20号 東部 大月市大月町花咲１５３４ 花咲橋
30 甲府市　富士見通り北交差点 甲府敷島韮崎線 甲府 甲府市湯村１ 甲府市大和町 滝田建材前
31 甲府市　北部市民センター前交差点 甲府敷島韮崎線 甲府 甲府市湯村１ 甲府市湯村２ 常磐ホテル前
32 北杜市　牧原交差点 国道20号 峡北 北杜市武川町三吹２１４３
33 南アルプス市　開国橋西交差点 甲府櫛形線 甲府 南アルプス市上今諏訪３７３ パチンコパーラーオメガ前
34 笛吹市　石和橋西交差点 国道20号 甲府 笛吹市石和町四日市場１８２５ マクドナルド石和店前
35 韮崎市　船山橋北詰交差点 国道20号 峡北 韮崎市本町３
36 山中湖村山中 国道138号 富士北麓 南都留郡山中湖村山中２２８８
37 山中湖村山中 国道138号 富士北麓 南都留郡山中湖村山中１０４５ 山中湖ＩＣの南側
38 南アルプス市　上今諏訪４５７交差点 甲府櫛形線 甲府 南アルプス市上今諏訪４５７
39 鳴沢村７６１９ 国道139号 富士北麓 南都留郡鳴沢村７６１９ なるさわクリエーションパーク前
40 上九一色村古関 国道358号 富士北麓 上九一色村古関１９７７
41 富士河口湖町河口 国道137号 富士北麓 富士河口湖町河口１４６２
42 富士河口湖町　船津登山道入口交差点国道139号 富士北麓 南都留郡富士河口湖町船津６８０４ セイフー前
43 甲府市　国母交差点 国道20号 甲府 甲府市国母７
44 甲府市　向町２交差点 国道20号 甲府 甲府市向町２９０
45 山中湖村平野５０６ 国道413号 富士北麓 山中湖村平野５０６ 山中湖南側（遊覧船乗り場付近）

参考資料



1 2 3

4 5 6

中牧神社北

万才

桜井町



7 8 9

10 11 12

飯野一区

河内



13 14 15

16 17 18

青柳町
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22 23 24

警察署前

国母駅入口

竜地

国母5

駅入口
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28 29 30

大月市立病院

富士見通り北

武田

西野



31 32 33

34 35 36

北部市民センター前
開国橋西

船山橋北詰

山中

牧原

石和橋西



37 38 39

40 41 42

山中

上今諏訪

古関

船津登山道入口



43 44 45

向町2

国母


