
位置図
番号

路線名 市町村 地点名
事故危険区間

選定年度

国-1 国道8号 朝日町 小川橋 H25
国-2 国道8号 入善町 上野東交差点 H24
国-3 国道8号 魚津市 吉島地先（北日本新聞社前） H25
国-4 国道8号 魚津市 吉島西交差点 H24
国-5 国道8号 魚津市 友道東交差点 H25
国-6 国道8号 魚津市 ミラージュホール前交差点 H23
国-7 国道8号 魚津市 慶野交差点 H27
国-8 国道8号 滑川市 北野第二交差点 H22
国-9 国道8号 滑川市 稲泉交差点 H22
国-10 国道8号 滑川市 上島北交差点 H23
国-11 国道8号 滑川市 上島神社前交差点 H28
国-12 国道8号 富山市 北馬場交差点 H22
国-13 国道8号 富山市 水橋小路交差点 H24
国-14 国道8号 富山市 水橋二杉交差点 H28
国-15 国道8号 富山市 三上地先 H27
国-16 国道8号 富山市 新屋交差点 H22
国-17 国道8号 富山市 飯野新屋交差点 H28
国-18 国道8号 富山市 豊田東交差点 H22
国-19 国道8号 富山市 高園町交差点 H23
国-20 国道8号 富山市 金山新交差点 H24
国-21 国道8号 富山市 田尻交差点 H22
国-22 国道8号 富山市 八町交差点 H23
国-23 国道8号 富山市 本郷西交差点 H23
国-24 国道8号 射水市 大江交差点 H23
国-25 国道8号 射水市 津幡江交差点 H24
国-26 国道8号 射水市 野村交差点 H27
国-27 国道8号 射水市 沖塚原交差点 H28
国-28 国道8号 射水市 坂東交差点 H22
国-29 国道8号 高岡市 下田交差点 H22
国-30 国道8号 高岡市 江尻立体ランプ分合流部 H24
国-31 国道8号 高岡市 向野本町交差点 H22
国-32 国道8号 高岡市 熊野町交差点～木町交差点 H23
国-33 国道8号 高岡市 木町交差点～四屋IC H24
国-34 国道8号 高岡市 四屋交差点～羽広町交差点 H22
国-35 国道8号 高岡市 羽広町交差点 H24
国-36 国道8号 高岡市 六家交差点 H24
国-37 国道8号 高岡市 高岡IC入口交差点 H27
国-38 国道8号 高岡市 東五位小学校前交差点～西高岡駅口交差点 H23
国-39 国道8号 高岡市 立野地先 H25
国-40 国道8号 高岡市 福岡町下蓑 中島町交差点～末広町交差点 H23
国-41 国道8号 小矢部市 桜町遺跡交差点～芹川東交差点 H25
国-42 国道8号 小矢部市 桜町遺跡交差点 H30
国-43 国道41号 富山市 高内交差点 H24
国-44 国道41号 富山市 上大久保六区西交差点 H24
国-45 国道41号 富山市 下大久保地先（下大久保九番割） H24
国-46 国道41号 富山市 下大久保交差点～下大久保若草町交差点 H25
国-47 国道41号 富山市 下大久保若草町交差点 H30
国-48 国道41号 富山市 下大久保地先（下大久保八番割～七番割） H24
国-49 国道41号 富山市 下大久保六区西交差点 H23
国-50 国道41号 富山市 蜷川 H24
国-51 国道41号 富山市 黒崎～黒崎北交差点 H24
国-52 国道41号 富山市 上袋交差点 H27
国-53 国道41号 富山市 掛尾町第二交差点 H23
国-54 国道41号 富山市 公設市場前交差点 H28
国-55 国道41号 富山市 掛尾町交差点 H23
国-56 国道41号 富山市 掛尾町～今泉南交差点 H24

国-57 国道41号 富山市 市民病院前交差点 H23

国-58 国道41号 富山市 太郎丸交差点 H23

国-59 国道41号 富山市 城南公園前交差点 H23

国-60 国道41号 富山市 星井町交差点 H24

富山河川国道事務所管理区間

位置図
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路線名 市町村 地点名
事故危険区間

選定年度

国-61 国道41号 富山市 千石町三丁目交差点（星井町一丁目交差点） H24
国-62 国道41号 富山市 一番町（南）交差点 H28
国-63 国道41号 富山市 一番町交差点 H23
国-64 国道41号 富山市 城址公園前交差点 H23
国-65 国道41号 富山市 荒町西交差点 H24
国-66 国道41号 富山市 荒町交差点 H24
国-67 国道41号 富山市 北新町交差点 H24
国-68 国道41号 富山市 東町交差点 H27
国-69 国道41号 富山市 舘出交差点 H23
国-70 国道41号 富山市 双代町交差点～田中町 H24
国-71 国道41号 富山市 荒川交差点 H27
国-72 国道41号 富山市 荒川東部交差点 H22
国-73 国道41号 富山市 新庄跨線橋 H27
国-74 国道41号 富山市 新庄交差点 H23
国-75 国道41号 富山市 向新庄口交差点 H22
国-76 国道41号 富山市 新庄本町 H24
国-77 国道156号 砺波市 金屋 H25
国-78 国道156号 砺波市 示野交差点 H27
国-79 国道156号 砺波市 荒高屋地先 H28
国-80 国道156号 砺波市 五郎丸交差点 H22
国-81 国道156号 砺波市 太郎丸交差点 H23
国-82 国道156号 砺波市 花園町交差点 H24
国-83 国道156号 砺波市 栄町交差点 H28
国-84 国道156号 高岡市 戸出光明寺地先 H27
国-85 国道156号 高岡市 戸出町４丁目交差点～戸出町 H22
国-86 国道156号 高岡市 戸出狼交差点 H23

富山河川国道事務所管理区間

位置図
番号

路線名 市町村 地点名
事故危険区間

選定年度

国-87 国道156号 高岡市 諏訪佐野交差点 H24
国-88 国道156号 高岡市 佐野交差点 H24
国-89 国道156号 高岡市 木津新 H24
国-90 国道156号 高岡市 木津新～鐘紡町（鐘紡町南交差点） H24
国-91 国道156号 高岡市 鐘紡町 H24
国-92 国道156号 高岡市 泉町～清水町 H24
国-93 国道156号 高岡市 清水町交差点 H22
国-94 国道156号 高岡市 清水町 H24
国-95 国道156号 高岡市 南町交差点 H23
国-96 国道156号 高岡市 堀上町交差点 H24
国-97 国道156号 高岡市 片原町交差点 H24
国-98 国道156号 高岡市 大手町交差点～本町交差点 H25
国-99 国道156号 高岡市 広小路交差点 H23
国-100 国道156号 高岡市 あわら町交差点 H25
国-101 国道156号 高岡市 大坪町交差点 H22
国-102 国道156号 高岡市 五福町交差点周辺 H25
国-103 国道156号 高岡市 内免交差点周辺 H25
国-104 国道160号 氷見市 大境～姿 H22
国-105 国道160号 氷見市 泊 H24
国-106 国道160号 氷見市 幸町交差点 H22
国-107 国道160号 氷見市 朝日丘交差点 H25
国-108 国道160号 氷見市 窪 H24
国-109 国道160号 氷見市 窪交差点 H25
国-110 国道160号 氷見市 柳田 H22
国-111 国道160号 氷見市 上泉交差点 H27
国-112 国道160号 氷見市 東海老坂交差点 H22

富山河川国道事務所管理区間

凡 例

＜安全走行阻害箇所＞

富山河川国道

事務所管理区間

＜道路種別＞

高速道路

一般県道以上
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富山県 地域の安全走行阻害箇所（富山河川国道事務所管理区間）・・・112区間



位置図
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選定年度

県-1 国道359号 富山市 婦中大橋西口交差点 H22
県-2 国道359号 富山市 富山市婦中町下邑～婦中町新町 H22
県-3 国道359号 富山市 外輪野交差点 H22
県-4 国道359号 砺波市 九本杉交差点 H22
県-5 国道359号 砺波市 太田交差点 H22
県-6 国道359号 小矢部市 津沢小学校前交差点 H22
県-7 国道415号 高岡市 高岡市太田22番地（雨腫交差点）～渋谷120番地-1 H28
県-8 国道415号 高岡市 高岡市伏木古府1丁目24 H22
県-9 国道415号 富山市 四方荒屋（北）交差点 H22
県-10 国道415号 富山市 四方荒屋交差点 H22
県-11 国道415号 富山市 森四丁目交差点 H30
県-12 国道415号 富山市 中田交差点 H22
県-13 国道471号 小矢部市 茄子島交差点 H25
県-14 国道471号 南砺市 松原（西）交差点 H22
県-15 国道471号 南砺市 焼野交差点 H22
県-16 国道472号 射水市 五歩一交差点 H22
県-17 （主）富山魚津線 富山市 富山市西宮256 H22
県-18 （主）富山魚津線 富山市 富山市水橋天神町～水橋中村町 H22
県-19 （主）富山立山魚津線 富山市 大泉本町交差点 H22
県-20 （主）富山立山魚津線 富山市 中市交差点 H22
県-21 （主）富山立山魚津線 立山町 立山土木事務所前 H22
県-22 （主）富山立山公園線 立山町 江崎交差点 H22
県-23 （主）富山八尾線 富山市 石坂新交差点 H30
県-24 （主）富山八尾線 富山市 田刈屋東交差点 H22
県-25 （主）富山八尾線 富山市 神通大橋西詰交差点 H22
県-26 （主）富山八尾線 富山市 有沢交差点 H22
県-27 （主）富山八尾線 富山市 富山大橋西詰 H30
県-28 （主）富山戸出小矢部線 富山市 茶屋町交差点 H30
県-29 （主）富山戸出小矢部線 高岡市 高岡市戸出町3丁目2番地-7（戸出町北交差点） H28
県-30 （主）新湊庄川線 砺波市 砺波市頼成46 H22
県-31 （主）砺波小矢部線 砺波市 神島交差点 H22
県-32 （主）砺波庄川線 砺波市 砺波市太郎丸2丁目3 H22
県-33 （主）富山停車場線 富山市 中央郵便局前交差点 H22
県-34 （主）砺波細入線 砺波市 砺波市太田1889番地-11～太田1888番地-2 H28
県-35 （主）金沢井波線 南砺市 法林寺交差点 H28
県-36 （主）金沢井波線 南砺市 南砺市北市345 H22
県-37 （主）富山港線 富山市 永楽町交差点 H22
県-38 （主）小杉婦中線 射水市 射水市池多260番地～土代914番地 H28
県-39 （主）小杉婦中線 富山市 富山市山本534番地～西押川1467番地 H28
県-40 （主）小杉婦中線 富山市 富山市平岡155番地（平岡交差点） H28
県-41 （主）小矢部伏木港線 高岡市 岩坪西交差点 H22
県-42 （主）金山谷田方町線 魚津市 大光寺交差点 H22
県-43 （主）金山谷田方町線 魚津市 新宿交差点 H22
県-44 （主）立山山田線 富山市 下大久保（四区）交差点 H22
県-45 （主）立山山田線 富山市 福居交差点 H30
県-46 （主）高岡庄川線 高岡市 高岡市林新46 H22
県-47 （主）新湊平岡線 射水市 射水市有磯2丁目33-7～加茂中部 H22
県-48 （主）新湊平岡線 射水市 射水市加茂中部170 H22
県-49 （主）新湊平岡線 富山市 東老田（北）交差点 H30
県-50 （主）新湊平岡線 富山市 古沢交差点 H30

県-51 （主）富山上滝立山線 富山市 南富山駅前交差点 H22

県-52 （主）富山上滝立山線 富山市 大町（一区中部）交差点 H30

県-53 （主）富山上滝立山線 富山市 大町1区南部交差点 H22

県-54 （主）富山上滝立山線 富山市 富山市月岡町6丁目706番地～752番地（開発交差点） H28

県-55 （主）富山高岡線 富山市 富山市呉羽町614-12～7026 H22

県-56 （主）富山高岡線 富山市 富山市呉羽町6444番1 H25

県-57 （主）富山高岡線 富山市 安野屋交差点 H22

県-58 （主）富山環状線 富山市 羽根（東）交差点 H22

県-59 （主）富山環状線 富山市 飯野交差点 H22

県-60 （主）富山環状線 富山市 太田交差点 H22

県-61 （主）富山環状線 富山市 本郷町（四）交差点 H22

県-62 （主）富山環状線 富山市 本郷町地先 H30

県-63 （主）富山環状線 富山市 黒瀬交差点～黒瀬（南）交差点 H22

県-64 （主）高岡環状線 高岡市 二塚交差点 H22

県-65 （主）富山庄川線 富山市 安田交差点 H22

県-66 （主）富山庄川線 富山市 富山市婦中町下条21番地 H25

県-67 （主）入善朝日線 入善町 入善東町交差点 H22

県-68 （主）富山小杉線 富山市 古沢東交差点 H22

県-69 （主）高岡氷見線 高岡市 高岡市金屋～昭和町1丁目2-3 H22

県-70 （主）富山大沢野線 富山市 双代町北交差点 H22

県-71 （主）富山大沢野線 富山市  富山市山室339-1～山室(西) H22

県-72 （主）富山大沢野線 富山市 吉岡（北）交差点 H22

県-73 （主）宇奈月大沢野線 魚津市 島尻交差点 H25

県-74 （主）富山外郭環状線 富山市 富山市婦中町砂子田37-6 H22

県-75 （主）富山外郭環状線 富山市 城村交差点 H25

県-76 （主）高岡青井谷線 射水市 枇杷首交差点 H30

県-77 （一）阿弥陀堂魚津停車場線魚津市 魚津市上村木東 H22

県-78 （一）阿弥陀堂魚津停車場線魚津市 魚津市釈迦堂1丁目12番地-18 H28

県-79 （一）魚津停車場線 魚津市 末広町交差点 H22

県-80 （一）富山滑川魚津線 魚津市 魚津市大光寺1488～友道1153-1 H22

県-81 （一）小森谷庄川線 砺波市 砺波市庄川町青島1104-1 H22

県-82 （一）上市水橋線 富山市 水橋五郎丸交差点 H22

県-83 （一）魚津入善線（旧国道8号魚津市 新江口交差点周辺 H25

県-84 （一）魚津入善線（旧国道8号魚津市 江口 H22

県-85 （一）日中五百石線 立山町 中米沢交差点 H22

県-86 （一）八幡田稲荷線 富山市 富山市米田町1丁目11-8 H22

県-87 （一）八幡田稲荷線 富山市 窪本町交差点 H22

県-88 （一）三室新屋富山線 富山市 中屋交差点 H22

県-89 （一）小杉本江線 射水市 射水市鷲塚677番地-7 H28

県-90 （一）小杉本江線 射水市 射水市本江2383番地 H28

県-91 （一）小竹諏訪川原線 富山市 牛島本町交差点 H30

県-92 （一）本保福岡線 高岡市 高岡市本保409 H22

県-93 （一）立野鴨島線 高岡市 六家（北）交差点 H22

県-94 （一）立野鴨島線 高岡市 高岡市北島323番地-41（北島西交差点）～北島500番地-2 H28

県-95 （一）砂子谷埴生線 小矢部市 小矢部市臼谷6246番地～未友288番地 H28

県-96 （一）井波福野線 南砺市 南砺市年代60 H22

県-97 （一）鹿西氷見線 南砺市 福光駅前交差点 H22

県-98 （一）鹿西氷見線 南砺市 南砺市見座895番地～来栖245番地 H28

県-99 （一）八町大門線 射水市 射水市殿村147番地-1（殿村交差点） H28

県-100 （一）堀岡新明神能町線 高岡市 高岡市吉久1丁目1番地-9（新吉久電停部） H28

県-101 （一）串田新黒河線 射水市 射水市黒河新１２５番地 H25

富山県管理区間

凡 例

＜安全走行阻害箇所＞

富山県管理区間

＜道路種別＞

高速道路

一般県道以上

市町村道

富山県 地域の安全走行阻害箇所（富山県管理区間）・・・101区間
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