
番号 起点 終点 業者名

国道 129 号 平塚市境 酒井橋 ㈱吉次土木

(橋含む) 2.5

県道 22 号 戸沢橋 伊勢原市境

(橋含む) 2.1 4.6

県道 63 号 国道129号交点 伊勢原市境 ㈱山光建設

(交差点含まず) 2.8

県道 604 号 国道246号交点 県道601号交点

(交差点含まず) (交差点含まず) 2.3

県道 604 号 伊勢原市境 県道63号交点

0.3 5.4

国道 129 号 酒井橋 国道246号合流点 ㈱小島組

(橋含まず) (厚木跨線橋含む) 2.5

県道 601 号 国道129号交点 東町郵便局前交差点

(交差点含まず) 3.3 5.8

県道 603 号 国道246号 中町交差点 ㈱信和建設

(交差点含まず) (交差点含まず) 2.7 2.7

県道 43 号 相模大橋 国道246号 国土開発工業㈱

(橋含む) (交差点含まず) 2.3

県道 60 号 松枝交差点 国道246号

(交差点含まず) 0.2

県道 601 号 東町郵便局前交差点 元町交差点

(交差点含む) (交差点含む) 0.7

県道 602 号 本厚木駅前 中町交差点

(交差点含まず) 0.4 3.6

県道 63 号 才戸橋 及川中原交差点 ㈱滝美園

(橋含まず) （交差点含まず） 3.3 3.3

県道 63 号 及川中原交差点 伊勢原市境 ㈱成和

（交差点含まず） 6.6 6.6

県道 603 号 県道63号交点 国道246号交差点 ㈲頼住建設

(交差点含まず) (交差点含まず) 2.9 2.9

県道 64 号 伊勢原市境 清川村境 ㈱中須建設

(境橋含む) 3.5 3.5

国道 129 号 金田立体交差 県道42号交点 山王建設㈱

(交差点含まず) (交差点含む) 2.4

県道 42 号 国道129号交点 中津川大橋先

(厚木市道交点)
1.1

県道 601 号 元町交差点 金田立体交差

(交差点含まず) (交差点含む) 2.2 5.7

国道 129 号 県道42号交点 新昭和橋 ㈱須藤建設

(交差点含まず) (橋含まず)
3.7

県道 42 号 座架依橋 国道129号交点

(橋含まず) (交差点含まず)
0.5

県道 65 号 国道129号交点 愛川町境

(山際) 1.3 5.5

県道 508 号 国道129号交点 昭和橋 西進開発㈱

(橋含む) 1.6

県道 511 号 愛川町境 県道508号交点

1.5 3.1

県道 60 号 国道412号交点 清川村境 愛甲建設㈱

(交差点含まず) 7.4 7.4

国道 412 号 国道246号交点 及川中原交差点 ㈱関野工務店

（交差点含む） 2.9 2.9

国道 412 号 及川中原交差点 みはる野入口交差点 ㈱塩川興業

(交差点含まず) （交差点含む） 3.3 3.3

国道 412 号 みはる野入口交差点 愛川町境 ㈱孝松工務店

（交差点含まず） 3.5 3.5
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13 (厚木清川)
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（上依知跨道橋及び中津トンネル付
近の側道を含む）

(藤沢座間厚木)
（関口中央交差点付近の東側側道含
む）
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(太井上依知)

9 (伊勢原津久井)

10 (藤沢座間厚木)
（関口中央交差点付近の西側側道含
む）

(酒井金田)

6 (相模原大磯)

7 (相模原大磯)

8 (上粕屋厚木)

3
（厚木跨線橋付近の側道含む）

(酒井金田)

4 (上粕屋厚木)
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(藤沢厚木)

(厚木清川)

(酒井金田)

(本厚木停車場)

路線名 距離

1
（戸田交差点付近の側道及び厚木南
IC接続区間を含む）

(横浜伊勢原)

2

(相模原大磯)※国道272号側道

(愛甲石田停車場酒井)

(愛甲石田停車場酒井)※旧道



番号 起点 終点 業者名路線名 距離

県道 63 号 愛川郵便局前交差点 才戸橋(橋含む) 大野建設㈱

(交差点含む) 5.0

県道 65 号 厚木市境 桜台交差点

(交差点含む) 0.8 5.8

県道 63 号 県道511号交点 愛川郵便局前交差点 ㈲福留組

(交差点含む) (交差点含まず) 1.8

県道 511 号 高田橋際交差点 厚木市境

(交差点含まず) 2.7 4.5

県道 54 号 高田橋際交差点 平山大橋先交差点 成井土建㈱

(交差点含む) (交差点含まず) 4.7

県道 511 号 相模原市境 高田橋際交差点

(交差点含む) 0.5 5.2

県道 65 号 箕輪交差点 三増トンネル ㈲小林土建

(交差点含む) (ﾄﾝﾈﾙ含む) 4.5 4.5

国道 412 号 厚木市境 県道514号交点 鈴木土建㈱

(交差点含む) 4.1

県道 54 号 国道412号交点 馬渡橋

(橋含む) 1.6 5.7

県道 514 号 国道412号交点 清川村境 佐藤建設㈱

(交差点含まず) (石小屋ﾄﾝﾈﾙ含まず) 2.5 2.5

国道 412 号 県道514号交点 相模原市境 ㈱星建設

(交差点含まず) 2.2

県道 54 号 馬渡橋 国道412号

(橋含まず) 3.1 5.3

県道 60 号 厚木市境 尾崎交差点 ㈱朝倉建設

(交差点含まず) 1.8 1.8

県道 64 号 厚木市境 坂本橋 ㈱清川建設

(境橋含まず) (橋含む) 3.6 3.6

県道 64 号 坂本橋 県道514号交点 ㈱山善

(橋含まず) (交差点含まず) 5.5

県道 70 号 秦野市境 県道64号交点

(交差点含まず) 12.4 17.9

県道 64 号 県道514号交点 相模原市境 ㈱落合組

(交差点含む) (虹の大橋含む) 3.3

県道 514 号 県道64号交点 愛川町境

(交差点含む) (石小屋ﾄﾝﾈﾙ含む) 2.3 5.6

25 (伊勢原津久井)
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(伊勢原津久井)

(秦野清川)
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(伊勢原津久井)

(宮ケ瀬愛川)

22 (宮ケ瀬愛川)

23
(相模原愛川)

24 (厚木清川)

19
(相模原愛川)

(太井上依知)

20 (厚木愛川津久井)

21
(相模原愛川)

17
(相模原大磯)

(厚木愛川津久井)

18
(相模原大磯)

(太井上依知)


