
１・２級市道　路線名一覧　（路線番号順）

番号 路線名 読み 番号 路線名 読み

1-01 宝山蕨平線 タカラヤマワラビダイラ 1-48 木舟神賀線 キブネジンガ

1-02 猪之頭線 イノカシラ 1-49 神立立宿線 カンダテタテジュク

1-03 人穴猪之頭線 ヒトアナイノカシラ 1-50 日影町線 ヒカゲチョウ

1-04 田貫湖線 タヌキコ 1-51 二ノ宮久保地線 ニノミヤクボチ

1-05 横手沢田貫湖線 ヨコテザワタヌキコ 1-52 久保地御殿町線 クボチゴテンチョウ

1-06 横手沢芝山線 ヨコテザワシバヤマ 1-53 御殿町阿幸地線 ゴテンチョウアコウジ

1-07 小芝一ノ竹線 コシバイチノタケ 1-54 大中里安居山線 オオナカザトアゴヤマ

1-08 立石長瀞小坂線 タテイシナガトロコザカ 1-55 田中青木１号線 タナカアオキ１ゴウ

1-09 半野狩宿線 ハンノカリヤド 1-56 畳谷戸貴船小線 タタミガヤトキブネショウ

1-10 桟敷中井出線 サジキナカイデ 1-57 大中里津森線 オオナカザトツモリ

1-11 大石寺環状線 タイセキジカンジョウ 1-58 田中青木２号線 タナカアオキ2ゴウ

1-12 横道堀之内線 ヨコミチホリノウチ 1-59 南部環状線 ナンブカンジョウ

1-13 猫沢下条線 ネコザワシモジョウ 1-60 初音町線 ハツネチョウ

1-14 下条三沢線 シモジョウミサワ 1-61 阿幸地東町線 アコウジヒガシチョウ

1-15 下条外神線 シモジョウトガミ 1-62 大宮富士線 オオミヤフジ

1-16 青木馬見塚線 アオキウマミヅカ 1-63 西小泉町線 ニシコイズミチョウ

1-17 外神中線 トガミナカ 1-64 金井坂代立寺線 カナイザカダイリュウジ

1-18 青木和田線 アオキワダ 1-65 ゴロ道線 ゴロミチ

1-19 和田宮原線 ワダミヤハラ 1-66 谷戸西堀線 ヤドニシボリ

1-20 外神山宮線 トガミヤマミヤ 1-67 若宮天間線 ワカミヤテンマ

1-21 押出長穴線 オシダシナガアナ 1-68 神成丸塚線 カミナリマルヅカ

1-22 押出五本松線 オシダシゴホンマツ 1-69 大宝坊天間線 ダイホウボウテンマ

1-23 粟倉外神線 アワクラトガミ 1-70 千貫松鷹岡線 センガンマツタカオカ

1-24 宮原万野線 ミヤハラマンノ 1-71 大中里沼久保線 オオナカザトヌマクボ

1-25 上蒲沢万野線 カミカワザワマンノ 1-72 滝戸野中線 タキドノナカ

1-26 中通一番堀線 ナカミチイチバンボリ 1-73 黒田山本線 クロダヤマモト

1-27 山宮万野線 ヤマミヤマンノ 1-74 横巻上川原線 ヨコマキカミガワラ

1-28 二又粟倉線 フタマタアワクラ 1-75 黒田星山線 クロダホシヤマ

1-29 粟倉石原線 アワクライシハラ 1-76 源道寺黒田線 ゲンドウジクロダ

1-30 元村山社領線 モトムラヤマシャリョウ 1-77 二号源道寺線 ニゴウゲンドウジ

1-31 元村山神成線 モトムラヤマカミナリ 1-78 中戸原貫戸線 ナカトバラヌクド

1-32 社領丸ケ谷戸線 シャリョウマルガヤト 1-79 上条北山線 カミジョウキタヤマ

1-33 中耕地青見線 ナカゴウチオオミ 1-80 猫沢青木線 ネコザワアオキ

1-34 淀師大中里線 ヨドシオオナカザト 1-81 大久保下柚野線 オオクボシモユノ

1-35 物見山線 モノミヤマ 1-83 新谷戸久保河原線 アラガヤトクボガワラ

1-36 御座松御殿原線 ゴザマツゴデンバラ 1-84 朏島南田線 ミカヅキジマミナミダ

1-37 御殿跡御殿原道西線 ゴテンアトゴテンバラミチニシ 1-85 外神馬見塚線 トガミウマミヅカ

1-38 万野舞々木線 マンノマイマイギ 1-86 北町阿幸地線 キタマチアコウジ

1-39 大塚弓沢線 オオツカユミザワ

1-40 大塚弓沢線 オオツカユミザワ

1-41 大岩阿幸地線 オオイワアコウジ

1-42 出水新梨線 デミズシンナシ

1-43 淀師北町線 ヨドシキタマチ

1-46 富士宮駅中原線 フジノミヤエキナカハラ

1-47 大中里木舟線 オオナカザトキブネ



１・２級市道　路線名一覧　（路線番号順）

番号路線名 読み 番号路線名 読み

2-01富士丘三ケ水線 フジオカサンガスイ 2-51淀師上中穂波町線 ヨドシカミナカホナミチョウ

2-02富士丘三ケ水線 フジオカサンガスイ 2-52金ノ宮舟久保線 カンノミヤフナクボ

2-03麓線 フモト 2-53青見橋中島線 オオミハシナカジマ

2-04朝霧三ケ水線 アサギリサンガスイ 2-54朝日町西町線 アサヒチョウニシマチ

2-05朝霧三ケ水線 アサギリサンガスイ 2-55北町宮町線 キタマチミヤチョウ

2-06猪之頭上線 イノカシラカミ 2-56時田阿幸地線 トキタアコウジ

2-07中村五斗目木線 ナカムラゴトメキ 2-57峰石村中線 ミネシムラナカ

2-08荻平広見線 オギダイラヒロミ 2-58南谷戸神祖上線 ミナミガイトカンゾカミ

2-09足形平山線 アシガタヒラヤマ 2-59神祖上寺ノ前線 カンゾカミテラノマエ

2-10平山見返線 ヒラヤマミカエシ 2-60出水曽比奈谷戸線 デミズソビナガイト

2-11内野立石線 ウツノタテイシ 2-61神成大辻線 カミナリオオツジ

2-13中原下谷戸線 ナカハラシモガヤト 2-62田上原中線 デンジョウバラナカ

2-14白糸滝熊久保線 シライトダキクマクボ 2-63新梨古宮線 シンナシフルミヤ

2-15上村竹沢線 カミムラタケザワ 2-64田上原安養寺線 デンジョウバラアンヨウジ

2-16狩宿中井出線 カリヤドナカイデ 2-65滝ノ上丸塚線 タキノウエマルヅカ

2-17中井出高田線 ナカイデコウタ 2-66神成焼畑線 カミナリヤッパタ

2-18立道観音橋線 タテミチカンノンバシ 2-67安養寺鷹岡線 アンヨウジタカオカ

2-19久保地柿谷戸線 クボジカキガイト 2-68杉田樋崎線 スギタトイサキ

2-20狩宿上条線 カリヤドカミジョウ 2-69西ノ山安居山線 ニシノヤマアゴヤマ

2-21辻上川線 ツジウワカワ 2-70西山安居山線 ニシヤマアゴヤマ

2-22桟敷御園線 サジキミソノ 2-71沼久保停車場線 ヌマクボテイシャバ

2-23大久保沢上線 オオクボサワカミ 2-72野中上ノ原線 ノナカウエノハラ

2-26追平向村線 オイダイラムカイムラ 2-73大場沢星山線 オオバサワホシヤマ

2-27向村宮内線 ムカイムラミヨウチ 2-74東新町田中線 ヒガシシンマチタナカ

2-28山宮村山線 ヤマミヤムラヤマ 2-75牛ムクリ田中線 ウシムクリタナカ

2-29上柚野大門下線 カミユノダイモンシタ 2-76田中源道寺線 タナカゲンドウジ

2-30髭谷戸西原線 ヒゲガイトニシハラ 2-77欠畑東前田線 カケバタヒガシマエダ

2-32大石寺下之坊線 タイセキジシモノボウ 2-78黒田貫戸線 クロダヌクド

2-33古谷戸棚口線 フルガヤトタナグチ 2-79下川原下高原線 シモガワラシモタカハラ

2-34棚口塚本線 タナグチツカモト 2-80高原下高原線 タカハラシモタカハラ

2-35貫間大谷線 ヌクマオオタニ 2-81西山下柚野線 ニシヤマシモユノ

2-36向村拾石沢線 ムカイムラジッコクザワ 2-82東村窪線 ヒガシムラクボ

2-37中沢三番堀線 ナカザワサンバンボリ 2-83大鹿窪猫沢線 オオシカクボネコザワ

2-38上青木中耕地線 カミアオキナカゴウチ 2-84西山大鹿窪線 ニシヤマオオシカクボ

2-39中谷下谷線 ナカヤシモヤ 2-85反保堀付線 タンボホリツケ

2-40宮原河合橋線 ミヤハラカワイバシ 2-86羽鮒長貫線 ハブナナガヌキ

2-41中本村拾石沢線 ナカホンムラジッコクザワ 2-87大比良南田線 オオビラミナミダ

2-42拾石沢線 ジッコクザワ 2-88羽鮒西山線 ハブナニシヤマ

2-43琴平御殿原線 コトヒラゴデンバラ 2-89山口野下線 ヤマグチノシタ

2-44机島舞々木線 ツクエジママイマイギ 2-90廻沢大嵐線 メグリサワオオアラシ

2-45山越下粟線 ヤマコシシモアワ 2-91廻沢由比入山線 メグリサワユイイリヤマ

2-47木伐山神成線 キキリヤマカミナリ 2-92廻沢松野線 メグリサワマツノ

2-48ワラビ平橋戸線 ワラビダイラハシド 2-93橋上迂回線 ハシカミウカイ

2-49下耕地富丘橋線 シモゴウチトミオカバシ

2-50東谷戸下川原線 ヒガシガイトシモガワラ
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路線名 読み 番号 路線名 読み 番号

青木馬見塚線 アオキウマミヅカ 1-16 神祖上寺ノ前線 カンゾカミテラノマエ 2-59

青木和田線 アオキワダ 1-18 神立立宿線 カンダテタテジュク 1-49

阿幸地東町線 アコウジヒガシチョウ 1-61 金ノ宮舟久保線 カンノミヤフナクボ 2-52

朝霧三ケ水線 アサギリサンガスイ 2-04 木伐山神成線 キキリヤマカミナリ 2-47

朝霧三ケ水線 アサギリサンガスイ 2-05 北町阿幸地線 キタマチアコウジ 1-86

朝日町西町線 アサヒチョウニシマチ 2-54 北町宮町線 キタマチミヤチョウ 2-55

足形平山線 アシガタヒラヤマ 2-09 木舟神賀線 キブネジンガ 1-48

新谷戸久保河原線 アラガヤトクボガワラ 1-83 久保地柿谷戸線 クボジカキガイト 2-19

粟倉石原線 アワクライシハラ 1-29 久保地御殿町線 クボチゴテンチョウ 1-52

粟倉外神線 アワクラトガミ 1-23 黒田貫戸線 クロダヌクド 2-78

安養寺鷹岡線 アンヨウジタカオカ 2-67 黒田星山線 クロダホシヤマ 1-75

猪之頭線 イノカシラ 1-02 黒田山本線 クロダヤマモト 1-73

猪之頭上線 イノカシラカミ 2-06 源道寺黒田線 ゲンドウジクロダ 1-76

牛ムクリ田中線 ウシムクリタナカ 2-75 御座松御殿原線 ゴザマツゴデンバラ 1-36

内野立石線 ウツノタテイシ 2-11 小芝一ノ竹線 コシバイチノタケ 1-07

追平向村線 オイダイラムカイムラ 2-26 御殿跡御殿原道西線 ゴテンアトゴテンバラミチニシ 1-37

大岩阿幸地線 オオイワアコウジ 1-41 御殿町阿幸地線 ゴテンチョウアコウジ 1-53

大久保沢上線 オオクボサワカミ 2-23 琴平御殿原線 コトヒラゴデンバラ 2-43

大久保下柚野線 オオクボシモユノ 1-81 ゴロ道線 ゴロミチ 1-65

大鹿窪猫沢線 オオシカクボネコザワ 2-83 桟敷中井出線 サジキナカイデ 1-10

大塚弓沢線 オオツカユミザワ 1-39 桟敷御園線 サジキミソノ 2-22

大塚弓沢線 オオツカユミザワ 1-40 拾石沢線 ジッコクザワ 2-42

大中里安居山線 オオナカザトアゴヤマ 1-54 下川原下高原線 シモガワラシモタカハラ 2-79

大中里木舟線 オオナカザトキブネ 1-47 下耕地富丘橋線 シモゴウチトミオカバシ 2-49

大中里津森線 オオナカザトツモリ 1-57 下条外神線 シモジョウトガミ 1-15

大中里沼久保線 オオナカザトヌマクボ 1-71 下条三沢線 シモジョウミサワ 1-14

大場沢星山線 オオバサワホシヤマ 2-73 社領丸ケ谷戸線 シャリョウマルガヤト 1-32

大比良南田線 オオヒラミナミダ 2-87 白糸滝熊久保線 シライトダキクマクボ 2-14

青見橋中島線 オオミハシナカジマ 2-53 新梨古宮線 シンナシフルミヤ 2-63

大宮富士線 オオミヤフジ 1-62 杉田樋崎線 スギタトイサキ 2-68

荻平広見線 オギダイラヒロミ 2-08 千貫松鷹岡線 センガンマツタカオカ 1-70

押出五本松線 オシダシゴホンマツ 1-22 大石寺環状線 タイセキジカンジョウ 1-11

押出長穴線 オシダシナガアナ 1-21 大石寺下之坊線 タイセキジシモノボウ 2-32

欠畑東前田線 カケバタヒガシマエダ 2-77 大宝坊天間線 ダイホウボウテンマ 1-69

金井坂代立寺線 カナイザカダイリュウジ1-64 高原下高原線 タカハラシモタカハラ 2-80

上青木中耕地線 カミアオキナカゴウチ 2-38 宝山蕨平線 タカラヤマワラビダイラ 1-01

上蒲沢万野線 カミカワザワマンノ 1-25 滝戸野中線 タキドノナカ 1-72

上条北山線 カミジョウキタヤマ 1-79 滝ノ上丸塚線 タキノウエマルヅカ 2-65

神成大辻線 カミナリオオツジ 2-61 畳谷戸貴船小線 タタミガヤトキブネショウ 1-56

神成丸塚線 カミナリマルヅカ 1-68 立石長瀞小坂線 タテイシナガトロコザカ 1-08

上村竹沢線 カミムラタケザワ 2-15 立道観音橋線 タテミチカンノンバシ 2-18

神成焼畑線 カミナリヤッパタ 2-66 田中青木１号線 タナカアオキ１ゴウ 1-55

上柚野大門下線 カミユノダイモンシタ 2-29 田中青木２号線 タナカアオキ2ゴウ 1-58

狩宿上条線 カリヤドカミジョウ 2-20 田中源道寺線 タナカゲンドウジ 2-76

狩宿中井出線 カリヤドナカイデ 2-16 棚口塚本線 タナグチツカモト 2-34
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田貫湖線 タヌキコ 1-04 平山見返線 ヒラヤマミカエシ 2-10

反保堀付線 タンボホリツケ 2-85 富士丘三ケ水線 フジオカサンガスイ 2-01

机島舞々木線 ツクエジママイマイギ 2-44 富士丘三ケ水線 フジオカサンガスイ 2-02

辻上川線 ツジウワカワ 2-21 富士宮駅中原線 フジノミヤエキナカハラ 1-46

出水新梨線 デミズシンナシ 1-42 二又粟倉線 フタマタアワクラ 1-28

出水曽比奈谷戸線 デミズソビナガイト 2-60 麓線 フモト 2-03

田上原安養寺線 デンジョウバラアンヨウジ 2-64 古谷戸棚口線 フルガヤトタナグチ 2-33

田上原中線 デンジョウバラナカ 2-62 万野舞々木線 マンノマイマイギ 1-38

外神馬見塚線 トガミウマミヅカ 1-85 朏島南田線 ミカヅキジマミナミダ 1-84

外神中線 トガミナカ 1-17 南谷戸神祖上線 ミナミガイトカンゾカミ 2-58

外神山宮線 トガミヤマミヤ 1-20 峰石村中線 ミネシムラナカ 2-57

時田阿幸地線 トキタアコウジ 2-56 宮原河合橋線 ミヤハラカワイバシ 2-40

中井出高田線 ナカイデコウタ 2-17 宮原万野線 ミヤハラマンノ 1-24

中耕地青見線 ナカゴウチオオミ 1-33 向村拾石沢線 カミナリヤッパタ 2-36

中沢三番堀線 ナカザワサンバンボリ 2-37 向村宮内線 ムカイムラミヨウチ 2-27

中戸原貫戸線 ナカトバラヌクド 1-78 廻沢大嵐線 メグリサワオオアラシ 2-90

中原下谷戸線 ナカハラシモガヤト 2-13 廻沢松野線 メグリサワマツノ 2-92

中本村拾石沢線 ナカホンムラジッコクザワ 2-41 廻沢由比入山線 メグリサワユイイリヤマ 2-91

中通一番堀線 ナカミチイチバンボリ 1-26 元村山神成線 モトムラヤマカミナリ 1-31

中村五斗目木線 ナカムラゴトメキ 2-07 元村山社領線 モトムラヤマシャリョウ 1-30

中谷下谷線 ナカヤシモヤ 2-39 物見山線 モノミヤマ 1-35

南部環状線 ナンブカンジョウ 1-59 谷戸西堀線 ヤドニシボリ 1-66

二号源道寺線 ニゴウゲンドウジ 1-77 山口野下線 ヤマグチノシタ 2-89

西小泉町線 ニシコイズミチョウ 1-63 山越下粟線 ヤマコシシモアワ 2-45

西ノ山安居山線 ニシノヤマアゴヤマ 2-69 山宮万野線 ヤマミヤマンノ 1-27

西山安居山線 ニシヤマアゴヤマ 2-70 山宮村山線 ヤマミヤムラヤマ 2-28

西山大鹿窪線 ニシヤマオオシカクボ 2-84 横手沢芝山線 ヨコテザワシバヤマ 1-06

西山下柚野線 ニシヤマシモユノ 2-81 横手沢田貫湖線 ヨコテザワタヌキコ 1-05

二ノ宮久保地線 ニノミヤクボチ 1-51 横巻上川原線 ヨコマキカミガワラ 1-74

貫間大谷線 ヌクマオオタニ 2-35 横道堀之内線 ヨコミチホリノウチ 1-12

沼久保停車場線 ヌマクボテイシャバ 2-71 淀師大中里線 ヨドシオオナカザト 1-34

猫沢青木線 ネコザワアオキ 1-80 淀師上中穂波町線 ヨドシカミナカホナミチョウ 2-51

猫沢下条線 ネコザワシモジョウ 1-13 淀師北町線 ヨドシキタマチ 1-43

野中上ノ原線 ノナカウエノハラ 2-72 若宮天間線 ワカミヤテンマ 1-67

橋上迂回線 ハシカミウカイ 2-93 和田宮原線 ワダミヤハラ 1-19

初音町線 ハツネチョウ 1-60 ワラビ平橋戸線 ワラビダイラハシド 2-48

羽鮒長貫線 ハブナナガヌキ 2-86

羽鮒西山線 ハブナニシヤマ 2-88

半野狩宿線 ハンノカリヤド 1-09

日影町線 ヒカゲチョウ 1-50

東谷戸下川原線 ヒガシガイトシモガワラ 2-50

東新町田中線 ヒガシシンマチタナカ 2-74

東村窪線 ヒガシムラクボ 2-82

髭谷戸西原線 ヒゲガイトニシハラ 2-30

人穴猪之頭線 ヒトアナイノカシラ 1-03


