
富山県 地域の主要渋滞箇所（一般道） 凡 例

＜主要渋滞箇所＞

主要渋滞箇所

＜道路種別＞

高速道路

一般県道以上

市町村道

＜区間・エリア＞

主要渋滞区間

エリア

富山市エリア

高岡市エリア

主要渋滞箇所総数：１８４箇所

２エリア ９区間 １８箇所

箇所名 箇所名 箇所名 箇所名

金泉寺高架橋接続部(西) 古沢交差点 永楽町交差点 中川交差点 1 水橋小路交差点

新屋交差点 安田交差点 窪本町交差点 野村交差点 2 利田曽我交差点

飯野新屋交差点 羽根(東)交差点 綾田交差点 三女子交差点 3 大島一丁目交差点

豊田東交差点 有沢交差点 東町交差点 北野交差点 4 新保文化会館前交差点

豊田西交差点 根塚交差点 稲荷町１丁目交差点 小島交差点 5 幸町交差点

高園町交差点 西田地方交差点 稲荷元町交差点 舘川町交差点 6 窪交差点

中島IC 城南公園前交差点 窪本町交差点 蓮花寺交差点 7 西海老坂交差点

金山新交差点 小泉町交差点 豊田２丁目交差点 枇杷首交差点 8 津幡江交差点

田尻交差点 大泉本町交差点 豊田東交差点 大門総合会館前交差点 9 戸出狼交差点

八町交差点 大泉駅口交差点 豊田東隣接交差点 四屋交差点 10 大清水交差点

大塚交差点 中市交差点 中市交差点 広小路交差点 11 生源寺交差点

本郷西交差点 高原町交差点 石金交差点 中川交差点 12 末広町交差点

富山IC出入口 中川原交差点 双代町交差点 定塚交差点 13 京田（南）交差点

赤田交差点 中川原(東)交差点 双代町北交差点 下関町交差点 14 安楽寺西交差点

上袋交差点 一番町交差点 綾田交差点 高岡駅前交差点 15 泉町交差点

掛尾町交差点 西町交差点 鍋田交差点 佐野交差点 16 福光駅前交差点

城南公園前交差点 堤町通り交差点 鍋田地内無信号交差点 二塚交差点 17 黒部IC口交差点

一番町交差点 石金交差点 飯野交差点 広上口交差点 18 佐伯交差点

城址公園前交差点 天正寺交差点 五本榎交差点 能町交差点

富山駅前中央交差点 堀交差点 問屋町交差点 米島交差点

茶屋町交差点 大町交差点 向新庄口交差点 能町交差点

峠茶屋交差点 南富山駅前交差点 向新庄交差点 下田交差点

五福八区交差点 堀川小泉町交差点 堀交差点 野村交差点

五福交差点 堀川小泉駅前交差点 本郷町（四）交差点 蓮花寺交差点

安野屋交差点 小泉町交差点 千原崎交差点 下関町交差点

諏訪川原交差点 西町交差点 中田交差点 舘川町交差点

丸の内交差点 荒町交差点 中島IC 芳野町交差点

城址公園前交差点 富山中央郵便局前交差点 千原崎交差点 産業創造センター前交差点

荒町交差点 永楽町交差点 岩瀬西宮交差点 二塚交差点

北新町交差点 東田地方交差点 妙川寺交差点 五歩一交差点

東町交差点 北新町交差点 水谷交差点 下条交差点

舘出交差点 牛島本町交差点 高内交差点 本開発(中）交差点

双代町交差点 田刈屋東交差点 上二杉交差点 栄町交差点

荒川東部交差点 石坂交差点 下大久保若草町交差点 太郎丸交差点

新庄交差点 田刈屋東交差点 とやまオムニパーク交差点 五郎丸交差点

向新庄口交差点 田刈屋JRｱﾝﾀﾞｰ付近交差点 下熊野南交差点 九本杉交差点

五本榎交差点 五福新町交差点 鏡宮高架橋接続部(西) 太郎丸交差点

金泉寺交差点 五福交差点 沖塚原交差点 入善高校西交差点

速星交差点 羽根(東)交差点 江尻跨線橋接続部(西) 上野東交差点

下轡田交差点 鵜坂交差点 熊野町交差点 六天交差点

婦中大橋西口交差点 婦中大橋西口交差点 四屋交差点 堀切交差点

婦中大橋接続部(東) 五艘交差点 昭和町交差点 岡（南）交差点

黒瀬交差点 五福新町交差点 六家交差点 犬山交差点

掛尾西交差点 神通大橋西詰交差点 高岡IC入口交差点 江口交差点

掛尾町交差点 神通町交差点 西高岡駅口交差点 江口南交差点

大町（西）交差点 牛島本町交差点 立野交差点 吉島西交差点

堀川南大町交差点 神通町交差点 米島交差点 前沢西交差点

大町交差点 安野屋交差点 江尻地内交差点（イオン高岡SC前） 西尾崎交差点

本郷新交差点 根塚交差点 向野北電前交差点 江口交差点

山室交差点 黒瀬交差点 広小路交差点 北野第一交差点

中川原（南）交差点 富山駅前中央交差点 片原町交差点 野町東交差点

中川原(東)交差点 富山中央郵便局前交差点 南町交差点 稲泉交差点

天正寺交差点 東田地方交差点 清水町交差点 上島神社前交差点

荒川東部交差点 稲荷元町交差点 卸売市場口交差点

新庄郵便局前交差点 舘出交差点 佐野交差点

問屋町交差点 本郷西交差点

飯野交差点 野町交差点

新屋交差点

箇所名区間名区間名

38
一般国道８号
　黒部市六天地区～魚津市吉島地区

（一）魚津入善線
　黒部市前沢地区～魚津市江口地区

39

1
一般国道８号
　富山市金泉寺地区
             ～本郷地区

5

（主）富山小杉線
        富山市古沢
　　　　　　～
（主）富山立山魚津線
　　　 富山市中川原（東）

13

区間名 区間名

一般国道３５９号
　砺波市九本杉～太郎丸

（主）富山上滝立山線
       富山駅中央
              ～
市道　富山市館出

24
一般国道８号
　射水市鏡宮
   ～高岡市昭和町

30
（主）高岡環状線
　高岡市佐野
       ～射水市大門

35

15
市道　富山市永楽町～
市道　富山市綾田

一般国道１５６号
　高岡市戸出町～砺波市太郎丸地区

37
一般国道８号
　入善町上野地区

31
国道４１５号
　高岡市能町～米島

36

33
（主）高岡小杉線
　高岡市駅南地区
                ～定塚地区

16
（一）八幡田稲荷線
　富山市東町～豊田東

26

（主）伏木港線
       高岡市米島
             ～
　一般国道１５６号
      高岡市佐野

32
（主）高岡環状線
　高岡市能町～蓮花寺

25
一般国道８号
　高岡市六家
        ～高岡市立野

40
一般国道８号
　滑川市北野地区～上島地区

6
（主）富山立山公園線
　　  富山市一番町～天正寺

34
一般国道４７２号
　射水市橋下条地区
                ～本開発地区

17
（主）富山大沢野線
　富山市中市～五本榎

27
（主）富山高岡線
　高岡市中川
         ～射水市小島

3

（主）富山高岡線
       富山市野町
             ～
  一般国道４１号
         金泉寺

28
（主）高岡環状線
　高岡市館川町
         ～射水市大門

18

市道　富山市問屋町
               ～
（主）富山上市線
       富山市向新庄

2
一般国道４１号
　富山市富山ＩＣ
      ～富山駅前中央

29

国道１５６号
  高岡市四屋
         ～
（主）高岡氷見線
    高岡市片原町

19
（主）富山環状線
       富山市堀～本郷町

9

（一）小竹諏訪川原線
       富山市牛島本町
                 ～
（主）富山八尾線　富山市石坂

20
一般国道４１５号
　富山市千原崎地区～中田地区

7
（主）富山上滝立山線
　     富山市堀地区
        ～富山中央郵便局前

21
（主）富山港線
　富山市中島～千原崎

10

（主）富山八尾線
       富山市田刈屋東
                ～
（主）富山環状線
       富山市婦中大橋西口

22
（一）千里八尾線
　富山市八尾町妙川寺～八尾町水谷

8
（主）富山港線
　富山市永楽町
           ～東田地方町

4

一般国道３５９号
富山市婦中町速星

           ～
市道　草島東線

           ～
（主）富山環状線

富山市新屋

23
一般国道４１号
　富山市下大久保地区～下熊野地区

11

市道　富山市五福
             ～
（一）小竹諏訪川原線
       富山市神通町

12

（一）小竹諏訪川原線
       富山市牛島本町
                ～
 市道　富山市黒瀬

14
（主）新湊平岡線
富山市本郷～野町
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