重さ・高さ指定道路調書（新潟県管理道路分）

平成２２年４月１日現在
区間

路線
道路種別

路線名

指定種別

備考（起終点交差点名 等）

番号
一般国道

一般国道

一般国道

一般国道

一般国道

起点

113 １１３号

117 １１７号

148 １４８号

252 ２５２号

253 ２５３号

終点

重さ・高さ

北蒲原郡聖籠町大字藤寄字杉谷地２３２１番４ 胎内市村松浜字下原２７３０－２

国道7号東港ＩC～県道54号交差点

重さ

胎内市村松浜字下原２７３０－２

胎内市荒井浜字東１３３０番２９

県道54号交差点～県道508号交差点

重さ・高さ

胎内市荒井浜字東１３３０番２９

村上市坂町字笹谷３５７４番

県道508号交差点～国道7号（十文字交差点）

重さ

中魚沼郡津南町大字上郷寺石４７３番３

小千谷市大字山本４６５

長野県境～小千谷市道交差点

重さ・高さ

小千谷市大字山本４６５

小千谷市大字三仏生３５８０番１

小千谷市道交差点～国道17号（三仏生交差点）

重さ

糸魚川市大所字牧山９８９－６６５

糸魚川市大字上刈３丁目

長野県境～北陸自動車道糸魚川IC交差点

重さ・高さ

糸魚川市大字上刈３丁目

糸魚川市大字横町１丁目２０番871-17

北陸自動車道糸魚川IC交差点～国道8号（横町交差点）

重さ・高さ

柏崎市東長浜町1-1

柏崎市両田尻１３４

国道8号（日吉町交差点）～北陸自動車道柏崎IC交差点

重さ

柏崎市両田尻１３４

柏崎市安田町鳥越484-4

北陸自動車道柏崎IC交差点～国道291号（鳥越交差点）

高さ

魚沼市原９４１番１

魚沼市堀之内１３０

魚沼市道交差点～国道17号（役場前交差点）

重さ

上越市三ツ屋町８５－１

南魚沼市余川２８７６－１

国道8号（三ツ屋交差点）～関越自動車道六日町IC交差点

重さ・高さ

南魚沼市余川２８７６－１

南魚沼市余川字牛蒡島３３６４番地８

関越自動車道六日町IC交差点～国道17号（美佐島交差点）

一般国道

289 ２８９号

重さ・高さ

三条市須頃３丁目２１８

三条市須頃３丁目６０

北陸自動車道三条燕IC交差点～国道8号（須頃3南交差点）

一般国道

290 ２９０号

重さ・高さ

新発田市新富町３丁目４４１－１

新発田市大栄町７丁目甲２１７－１

国道7号（島潟交差点）～国道460号（大栄町交差点）

一般国道

291 ２９１号

重さ・高さ

魚沼市干溝字針山２０７９－１

魚沼市中原字館ノ前２２０－１

関越自動車道小出IC交差点～国道17号（古新田交差点）

重さ・高さ

小千谷市大字桜町２３８７－１

小千谷市大字桜町２３２３

国道117号（桜町上交差点）～関越自動車道小千谷IC交差点

重さ

小千谷市大字桜町２３２３

柏崎市安田町鳥越484-4

関越自動車道小千谷IC交差点～国道252号（鳥越交差点）

一般国道

350 ３５０号

重さ・高さ

上越市港町１丁目9-1

上越市大字源入字橋向177-4

県道468号（佐渡汽船前交差点）～国道8号（下源入交差点）

一般国道

351 ３５１号

重さ

長岡市栃尾大野町４丁目１７２４番５

長岡市川崎町字野口１４８２番４

県道24号交差点～国道8号（川崎交差点）

重さ

長岡市神田３丁目5-5

長岡市古正寺町字中割135-1

国道8号（新町1交差点）～県道263号交差点

重さ

小千谷市ひ生2419-1

小千谷市ひ生

国道17号（木津交差点）～国道117号（山本交差点）

重さ・高さ

長岡市城岡２丁目1215-1

長岡市新町１丁目97-1

県道498号（城岡橋交差点）～国道8号（新町1交差点）

重さ

（長岡市大手通）

長岡市学校町１丁目1277-6

国道351号（大手通交差点）～国道404号（学校町交差点）

重さ

南蒲原郡田上町大字湯川１１５８－１

加茂市寿町１５３０－１

新潟市境～県道9号（幸町1交差点）

重さ

長岡市中野西２１４番１

長岡市与板町本与板字表通４４３４番２

県道20号交差点～県道22号（与板橋西詰交差点）

重さ

長岡市美沢１丁目203-1

長岡市学校町１丁目1277-6

国道17号中沢IC～国道352号（学校町交差点）

高さ

長岡市新産２丁目３番５

長岡市親沢町字杉下５５２番１

長岡市道～県道23号（親沢町交差点）

重さ・高さ

新発田市大栄町２丁目甲２６６番５

阿賀野市北本町３５２２番１

国道290号（大栄町交差点）～国道49号（北本町交差点）

重さ・高さ

阿賀野市安野町３６６

（新潟市秋葉区中新田）

国道49号（安野町交差点）～新潟市境（阿賀浦橋西詰）

一般国道

一般国道

一般国道

一般国道

352 ３５２号

403 ４０３号

404 ４０４号

460 ４６０号

一般国道計

１４路線
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重さ・高さ指定道路調書（新潟県管理道路分）

平成２２年４月１日現在
区間

路線
道路種別

路線名

指定種別

備考（起終点交差点名 等）

番号

起点

終点

主要地方道

8

長岡見附三条線

高さ

三条市大字大面２８２０番１

三条市本町３丁目３１６番９

県道35号交差点～県道107号（大面交差点）

主要地方道

9

長岡栃尾巻線

重さ

長岡市北荷頃字西荒途７番２

長岡市栃尾大野町２丁目２８５番１３

北荷頃工業団地～国道290号交差点

主要地方道 10 長岡片貝小千谷線

高さ

小千谷市平沢２丁目６１９番１

小千谷市城内３丁目５９８番８

県道357号（平沢町交差点）～国道117号（上ノ山4交差点）

主要地方道 13 上越安塚柏崎線

重さ

上越市戸野目古新田

上越市三和区川浦８７１

国道18号（下稲田交差点）～上越市道交差点

主要地方道 20 見附中之島線

重さ

長岡市中之島５６５番１０８

長岡市中野西２１４番１

長岡市道（中之島交差点）～国道403号交差点

主要地方道 22 長岡寺泊線

重さ

長岡市与板町本与板字表通４４３４番２

長岡市寺泊敦ヶ曽根字田直１０９９番２

国道403号（与板橋西詰交差点）～国道116号（敦ケ曽根交差点）

主要地方道 23 柏崎高浜堀之内線

重さ・高さ

柏崎市西山町坂田5231

柏崎市西山町坂田4028-1

国道116号（坂田・鬼王交差点）～北陸自動車道西山IC交差点

高さ

長岡市親沢町字杉下５５２番１

長岡市朝日字蒲原８２６

国道404号（親沢町交差点）～県道72号（朝日交差点）

重さ

魚沼市根小屋135-1

魚沼市堀之内130

関越自動車道堀之内IC交差点～国道17号（旧役場前）

主要地方道 24 栃尾山古志線

重さ

長岡市栃尾大野町４丁目１７２２番５

長岡市栃尾大野町２丁目２８５番１４

国道351号交差点～県道9号（北荷頃交差点）

主要地方道 28 塩沢大和線

重さ・高さ

南魚沼市関字東下町９１６番地５

南魚沼市姥島新田字切石７２３番地１

国道17号（関交差点）～関越自動車道塩沢石打IC交差点

主要地方道 30 新井柿崎線

重さ

（妙高市東雲町）

妙高市東雲町２番地１１

県道63号交差点～妙高市道（朝日町石塚線東雲町交差点）

主要地方道 41 白根安田線

重さ・高さ

阿賀野市保田６４

阿賀野市保田3862-3

磐越自動車道安田IC交差点～国道49号（原町交差点）

主要地方道 48 長岡西山線

高さ

長岡市大字日越字原１１９７番１

長岡市新産４丁目３番７

国道8号（日越交差点）～国道404号（新産4交差点）

主要地方道 54 中条紫雲寺線

重さ

胎内市中倉544-2

胎内市村松浜840-17

県道3号交差点～国道113号交差点

主要地方道 55 新潟五泉間瀬線

高さ

（新潟県・新潟市境）

阿賀野市山倉字腰廻６０２番１

新潟市境～国道460号（山倉交差点）

主要地方道 63 上越新井線

重さ

上越市加賀町３０６５

上越市大字中田原１５１

国道8号（国府交差点）～県道85号交差点

主要地方道 83 川口塩殿線

重さ

北魚沼郡川口町大字西川口１７３０

小千谷市大字塩殿甲２７６６番１

関越自動車道川口IC交差点～国道117号（塩殿交差点）

主要地方道 84 堀之内インター線

重さ

魚沼市根小屋5228-1

魚沼市根小屋135-1

関越自動車道堀之内IC～県道23号交差点

主要地方道 85 上越高田インター線

重さ

上越市大字中田原２０４

上越市大字中田原１５１

上信越自動車道上越高田IC交差点～県道63号交差点

高さ

上越市大字高田新田字明屋敷４３４番５

上越市大字島田字白山２８６６番５

県道579号（高田新田交差点）～国道18号（島田交差点）

主要地方道 87 名立谷浜インター線

重さ・高さ

上越市名立区名立小泊字ｶﾗﾊｼ102-12

上越市茶屋ヶ原字堰の頭1288-1

国道8号（名立小泊交差点）～北陸自動車道名立IC

主要地方道 88 能生インター線

重さ・高さ

糸魚川市大字桂字ﾎｳﾀﾙ63-2

糸魚川市大字能生字新町7098-4

北陸自動車道能生IC交差点～国道8号（能生交差点）

主要地方道計

２０路線
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重さ・高さ指定道路調書（新潟県管理道路分）

平成２２年４月１日現在
区間

路線
道路種別

路線名

指定種別

備考（起終点交差点名 等）

番号

起点

終点

一般県道

155 橋立青海停車場線

重さ

糸魚川市大字青海字馬新田１１７９番地２３

糸魚川市大字青海字ママ下４４９０番地１５５

電気化学工業～国道8号（港町交差点）

一般県道

173 中条乙線

重さ

胎内市東本町21-40

胎内市倉敷町２番地２８

国道7号（羽黒交差点）～クラレ

一般県道

204 島見新発田線

重さ・高さ

北蒲原郡聖籠町蓮野3355-10

北蒲原郡聖籠町蓮野７０８

国道113号（蓮野交差点）～国道7号蓮野IC

一般県道

216 大瀁直江津線

重さ

上越市港町２丁目１番地３

上越市頸城区西福島２８番地１

国道8号（日之出交差点）～国道350号（港町交差点）

一般県道

217 二本木岡川新井線

重さ

妙高市大字上中６２０番地

（妙高市東雲町）

国道18号（志交差点）～県道30号交差点

一般県道

263 長岡七日市線

重さ

長岡市古正寺町字中割135-1

長岡市堺町字浦田198-1

国道351号交差点～国道8号喜多IC

一般県道

277 郷本桐原停車場線

重さ・高さ

（長岡市寺泊硲田）

（長岡市寺泊五分一）

県道574号交差点～県道574号（駅入口交差点）

一般県道

314 笹口浜中条線

重さ

胎内市松波１０１３番地４

胎内市本郷５２３番地

国道113号交差点～県道173号（本郷町交差点）

一般県道

357 千谷沢小千谷線

高さ

小千谷市平沢２丁目６１９番１

小千谷市大字山谷１３２４

県道10号（平沢町交差点）～県道411号（山谷小交差点）

一般県道

411 山谷片貝線

高さ

小千谷市大字山谷１３２４

小千谷市鴻巣町２０９６

県道357号（山谷小交差点）～小千谷西部工業団地

一般県道

468 大潟上越線

重さ・高さ

上越市大字黒井1835

上越市港町１丁目9-1

上越市道（黒井国道線）交差点～国道350号（佐渡汽船前交差点）

一般県道

498 長岡中之島見附線

重さ・高さ

長岡市城岡２丁目1215-1

長岡市灰島新田字村前87-2

国道352号（城岡橋交差点）～国道8号（灰島新田交差点）

重さ

長岡市中之島３９６１番１

長岡市中之島１９２８番２

国道8号交差点～長岡市道（中之島線）交差点

一般県道

537 塚野目代官島線

高さ

三条市大字代官島１２９１

三条市大字柳川新田９８７番１

県道1号（三貫地交差点）～国道8号（代官島交差点）

一般県道

574 寺泊西山線

重さ・高さ

長岡市寺泊硲田字表向１８８番１

長岡市寺泊五分一字ホリキリ８９８番３

国道116号（硲田交差点）～県道277号交差点

重さ・高さ

長岡市寺泊五分一字桐原２７６３番３

（長岡市島崎）

県道277号（桐原駅入口交差点）～県道69号（島崎交差点）

高さ

（長岡市島崎）

長岡市保内字西保内１１１番１

県道69号（島崎交差点）～国道116号交差点

一般県道

585 中条停車場線

重さ

胎内市水沢町１４０番地２

胎内市新栄町１４３番地２

水沢化学～国道7号（水沢交差点）

一般県道

586 水原亀田線

重さ

（阿賀野市下黒瀬）

（阿賀野市下黒瀬）

国道49号（下黒瀬交差点）～新潟市境（横雲橋南詰）

一般県道

587 三川インター線

高さ

東蒲原郡阿賀町谷沢５４９７番１０

東蒲原郡阿賀町吉津字大平３８１２番４

磐越自動車道三川IC～国道49号（IC入口交差点）

一般県道

591 中条インター線

重さ・高さ

胎内市中倉５４３－１

胎内市船戸376-1

県道3号交差点～国道7号（二軒茶屋交差点）

一般県道計

１８路線

合計

５２路線
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