
資料4-9　地域防災計画に基づく整備道路、橋りょう一覧

幹線1級1号線 幹線2級18号線 市道八王子560号線 市道横山189号線 市道由木1124号線 市道由井33号線 片倉第3跨道橋 めじろ台駅前ロータリーA橋

幹線1級2号線 幹線2級19号線 市道八王子568号線 市道横山196号線 市道元八王子1号線 市道由井35号線 片倉第4跨道橋 めじろ台駅前ロータリーB橋

幹線1級3号線 幹線2級20号線 市道八王子575号線 市道横山216号線 市道元八王子4号線 市道由井46号線 片倉第5跨道橋 めじろ歩道橋

幹線1級4号線 幹線2級21号線 市道八王子588号線 市道横山217号線 市道元八王子36号線 市道由井47号線 北八王子駅跨線橋 森久保橋

幹線1級5号線 幹線2級22号線 市道八王子591号線 市道横山291号線 市道元八王子43号線 市道由井51号線 久保山歩道橋 湯沢歩道橋

幹線1級6号線 幹線2級23号線 市道八王子598号線 市道横山300号線 市道元八王子44号線 市道由井61号線 グリーンヒル寺田第2歩道橋 横倉橋

幹線1級7号線 幹線2級24号線 市道八王子604号線 市道横山311号線 市道元八王子54号線 市道由井67号線 グリーンヒル寺田第3歩道橋 宮の前橋

幹線1級8号線 幹線2級25号線 市道八王子615号線 市道横山330号線 市道元八王子59号線 市道由井68号線 車橋 栗瀬橋

幹線1級9号線 幹線2級26号線 市道八王子630号線 市道横山336号線 市道元八王子63号線 市道由井85号線 紅葉東橋 高橋

幹線1級10号線 幹線2級27号線 市道八王子635号線 市道横山410号線 市道元八王子106号線 市道由井95号線 京王1号橋 坂本橋

幹線1級11号線 幹線2級28号線 市道八王子639号線 市道横山413号線 市道元八王子109号線 市道由井97号線 京王2号橋 市立第二小学校歩道橋

幹線1級12号線 幹線2級29号線 市道八王子647号線 市道横山422号線 市道元八王子110号線 市道由井101号線 京王5号橋 市立第四小学校歩道橋

幹線1級13号線 幹線2級30号線 市道八王子678号線 市道横山426号線 市道元八王子157号線 市道由井116号線 小柳橋 市立横山中学校歩道橋

幹線1級14号線 幹線2級31号線 市道八王子701号線 市道横山452号線 市道元八王子163号線 市道由井135号線 桜歩道橋 市立大和田小学校歩道橋

幹線1級15号線 都市計画道路3・3・74号線 市道八王子704号線 市道横山499号線 市道元八王子164号線 市道由井202号線 五月橋 市立第十小学校歩道橋

幹線1級16号線 都市計画道路3・4・54号線 市道八王子710号線 市道横山592号線 市道元八王子181号線 市道由井236号線 佐戸橋 市立長房小学校歩道橋

幹線1級17号線 都市計画道路3・4・61号線 市道八王子712号線 市道横山731号線 市道元八王子194号線 市道由井237号線 三合橋 市立老人ホーム歩道橋

幹線1級18号線 市道八王子18号線 市道八王子725号線 市道横山796号線 市道元八王子196号線 市道由井276号線 下郷境橋 若松橋

幹線1級19号線 市道八王子19号線 市道八王子745号線 市道横山797号線 市道元八王子200号線 市道由井330号線 下小比企橋 勝手神社橋

幹線1級20号線 市道八王子33号線 市道八王子807号線 市道由木69号線 市道元八王子250号線 市道由井335号線 下犬目橋 上小比企橋

幹線1級21号線 市道八王子42号線 市道八王子826号線 市道由木75号線 市道元八王子283号線 市道由井352号線 下川井野橋 上椚田橋

幹線1級22号線 市道八王子71号線 市道八王子828号線 市道由木86号線 市道元八王子295号線 市道由井392号線 下田橋 新清水橋

幹線1級23号線 市道八王子72号線 市道八王子835号線 市道由木151号線 市道元八王子305号線 市道由井437号線 市立横川小学校歩道橋 西めじろ台橋

幹線1級24号線 市道八王子73号線 市道八王子842号線 市道由木155号線 市道元八王子315号線 市道由井467号線 新山王橋 西沢橋

幹線1級25号線 市道八王子74号線 市道八王子843号線 市道由木157号線 市道元八王子322号線 市道由井653号線 神明橋 川幡橋

幹線1級26号線 市道八王子90号線 市道八王子861号線 市道由木162号線 市道元八王子323号線 市道由井669号線 第一小学校歩道橋 泉町団地東橋

幹線1級27号線 市道八王子108号線 市道八王子871号線 市道由木167号線 市道元八王子397号線 市道由井855号線 高尾新橋 浅川支所北歩道橋（南浅川）

幹線1級28号線 市道八王子122号線 市道八王子890号線 市道由木173号線 市道恩方2号線 市道由井858号線 滝の沢橋 浅川大橋

幹線1級29号線 市道八王子151号線 市道八王子895号線 市道由木177号線 市道恩方34号線 市道由井860号線 瀧乃澤蛍橋 洗馬川橋

幹線1級30号線 市道八王子153号線 市道八王子923号線 市道由木182号線 市道恩方36号線 市道由井873号線 滝谷戸橋 大沢橋

幹線1級31号線 市道八王子155号線 市道八王子925号線 市道由木195号線 市道恩方46号線 市道由井874号線 谷開橋 滝原新橋

幹線1級32号線 市道八王子209号線 市道八王子928号線 市道由木330号線 市道恩方63号線 市道由井1166号線 通学橋 中野橋

幹線1級33号線 市道八王子215号線 市道八王子964号線 市道由木333号線 市道恩方108号線 市道由井1167号線 月夜峰第一橋 長房町歩道橋

幹線1級34号線 市道八王子223号線 市道八王子1031号線 市道由木348号線 市道恩方175号線 市道由井1226号線 月夜峰第二橋 唐犬橋

幹線1級35号線 市道八王子224号線 市道八王子1034号線 市道由木417号線 市道川口1号線 13-5号橋 とちの木デッキ 東めじろ橋

幹線1級36号線 市道八王子236号線 市道八王子1042号線 市道由木435号線 市道川口31号線 13-7号橋 とろろ橋 東光寺橋

幹線1級37号線 市道八王子247号線 市道八王子1045号線 市道由木447号線 市道川口60号線 18-1号橋 長池見附橋 内裏橋

幹線1級38号線 市道八王子259号線 市道八王子1054号線 市道由木518号線 市道川口66号線 19-17号橋 中犬目橋 南大沢であい橋

幹線1級39号線 市道八王子263号線 市道八王子1250号線 市道由木525号線 市道川口94号線 21-2号橋 中郷歩道橋 南大沢大橋

幹線1級40号線 市道八王子268号線 市道八王子1259号線 市道由木544号線 市道川口98号線 26-2号橋 西氷川橋 二ッ塚歩道橋

幹線1級41号線 市道八王子289号線 市道八王子1284号線 市道由木547号線 市道川口105号線 99044番橋 日南橋 番場橋

幹線1級42号線 市道八王子296号線 市道八王子1323号線 市道由木565号線 市道川口124号線 99079番橋 白山橋 富士見橋

幹線1級43号線 市道八王子306号線 市道八王子1371号線 市道由木572号線 市道川口138号線 99174番橋 八王子駅北口マルベリーブリッジ 風原橋

幹線1級44号線 市道八王子311号線 市道八王子1393号線 市道由木579号線 市道川口149号線 99526番橋 八方地橋 北大畑橋

幹線1級45号線 市道八王子316号線 市道八王子1400号線 市道由木581号線 市道川口150号線 99905番橋 はなみずき歩道橋 北野駅南口歩行者専用橋

幹線1級46号線 市道八王子333号線 市道浅川22号線 市道由木582号線 市道川口164号線 H3番橋 東山歩道橋 溜池歩道橋

幹線1級48号線 市道八王子356号線 市道浅川24号線 市道由木588号線 市道川口165号線 相生歩道橋 東横山橋 陵北大橋

幹線1級49号線 市道八王子370号線 市道浅川38号線 市道由木589号線 市道川口166号線 青葉橋 氷川橋 陵南跨線橋

幹線2級1号線 市道八王子375号線 市道浅川63号線 市道由木591号線 市道川口173号線 暁橋 日暮歩道橋

幹線2級2号線 市道八王子394号線 市道浅川74号線 市道由木611号線 市道川口181号線 浅川大橋北カルバート橋 ひよどり第1橋

幹線2級3号線 市道八王子407号線 市道浅川81号線 市道由木632号線 市道川口182号線 葦の沢橋 富士見町の橋

幹線2級4号線 市道八王子411号線 市道浅川83号線 市道由木641号線 市道川口184号線 洗心橋 舟形橋

幹線2級5号線 市道八王子412号線 市道浅川124号線 市道由木644号線 市道川口185号線 板当橋 振宿橋

幹線2級6号線 市道八王子413号線 市道浅川132号線 市道由木645号線 市道川口229号線 犬吠池歩道橋 弁天橋

幹線2級7号線 市道八王子414号線 市道浅川133号線 市道由木647号線 市道川口281号線 岩の入第二橋 堀口橋

幹線2級8号線 市道八王子462号線 市道横山43号線 市道由木652号線 市道川口293号線 岩の入橋 道了山跨道橋

幹線2級9号線 市道八王子467号線 市道横山60号線 市道由木719号線 市道川口330号線 大竹橋 見晴歩道橋

幹線2級10号線 市道八王子469号線 市道横山94号線 市道由木720号線 市道川口339号線 大塚橋 宮野前橋

幹線2級11号線 市道八王子480号線 市道横山100号線 市道由木753号線 市道加住1号線 春日北橋 妙ヶ沢橋

幹線2級12号線 市道八王子484号線 市道横山111号線 市道由木766号線 市道加住98号線 春日橋 睦橋

幹線2級13号線 市道八王子500号線 市道横山120号線 市道由木774号線 市道加住102号線 春日東橋 無名20号橋

幹線2級14号線 市道八王子515号線 市道横山150号線 市道由木778号線 市道加住104号線 春日南橋 無名23号橋

幹線2級15号線 市道八王子517号線 市道横山161号線 市道由木790号線 市道加住111号線 片井戸新橋 無名26号橋

幹線2級16号線 市道八王子518号線 市道横山178号線 市道由木858号線 市道加住152号線 片倉第1跨道橋 無量寺橋

幹線2級17号線 市道八王子524号線 市道横山179号線 市道由木1106号線 市道由井20号線 片倉第2跨道橋 めじろ橋
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