
 

 

平成２９年３月３０日 

 

               

 

 

ビッグデータを活用し、潜在的な事故危険区間を追加選定 

～約２０万件の急ブレーキデータを活用した未然防止型対策へ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事故危険区間：追加選定４１３区間の内訳】別紙３、４参照 

■事故データによる選定区間   １１６区間（データによる事故発生箇所） 

■ビッグデータによる選定区間   ９２区間（データによる潜在的危険箇所） 

■地域の声による選定区間    ２０５区間（地域が危険と感じる潜在的危険箇所） 

  ※１ 北海道開発局のホームページで継続的にアンケートを受け付けています。 

 

北海道開発局が取り組む交通事故対策等についてはホームページでもご覧になれます。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_iji/ud49g70000008w0s.html 

 北海道の交通事故発生状況は、平成１２年をピークに減少傾向にありますが、平成

２８年中は１１，３２９件の死傷事故が発生し、１５８人の尊い命が失われています。

 北海道開発局では、交通安全分野における「成果を上げるマネジメント」として『事

故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）』を展開し、これまでに６８７区間で対策

を実施しており、対策完了箇所では死傷事故発生件数が約６割減少するなど一定の成果

を上げています。今後、更なる交通事故の減少に向けて、新たな選定基準も加えた事故

危険区間を追加選定しましたのでお知らせします。 

 これまでは、事故データや地域住民からの意見をもとに、交通事故の危険性が高い区

間を事故危険区間として選定し、課題が顕在化している区間の交通安全対策を実施して

きました。 

今後は、これらに加え、ビッグデータ（ＥＴＣ２．０プローブ情報）から得られる急

ブレーキ（加速度データ）多発箇所を特定し、事故の多発する可能性が高い「データに

よる潜在的な危険箇所」を事故危険区間として選定し対策を行うことで、未然防止型の

交通安全対策を推進していきます。（別紙１、２参照） 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

         建設部 道路維持課 課長補佐     松本 一城（内線5821） 

         建設部 道路維持課 道路防災専門官  長谷川 雄一（内線 5822） 

※１ 



事故危険区間追加選定の必要性
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《対策実施状況と効果（H22・25選定）》

死傷事故件数が
約6割減少！

※対策後4年以上経過している区間を対象

《追加選定の必要性》

687区間で対策を実施

▽H28年中の死傷事故件数

⇒11,329件（前年より ）

▽H28年中の死者数

⇒158人（前年より ）

※H28.1.1〜H28.12.31に北海道内で発⽣した全ての事故

平成22年度及び25年度選定された事故危険区間915区間のうち、687区間で対策を実施
対策済区間では、死傷事故件数が約6割減少するなど着実に効果が発現しているものの、北
海道内ではいまだ多くの事故が発生しており、更なる事故危険区間の追加が必要

別紙１

対策済区間では着実に効果が発現しているものの、
北海道内ではいまだ多くの事故が発⽣

更なる事故危険区間の追加が必要！！



事故危険区間の選定経緯及び追加選定区間の内訳

事故危険区間は、平成22年度に472区間、平成25年度に443区間を選定
平成28年度はビッグデータを活用した新たな選定基準を導入し、413区間を追加

▼事故危険区間の選定経緯 ▼平成28年度 追加選定区間の内訳
平成22年度 事故危険区間 計472区間

平成25年度 事故危険区間 計443区間

事故データによる選定 114区間
地域の声による選定 329区間

事故データによる選定 278区間
地域の声による選定 194区間

平成28年度 事故危険区間 計413区間

事故データによる選定 116区間
ビッグデータによる選定 92区間
地域の声による選定 205区間

平成28年度 事故危険区間 計413区間

事故データによる選定 116区間
事故多発 13区間

死亡事故多発 9区間

⾞線逸脱事故多発 8区間

事故危険箇所 86区間

ビッグデータによる選定 92区間
潜在的危険区間※ 92区間

地域の声による選定 205区間
通学路点検 34区間

地域の声アンケート 171区間
※ビッグデータ（ETC2.0プローブ情報）を活⽤した新たな選定基準による選定区間



ビッグデータを活用した新たな選定基準による追加区間について

■事前に特定した急所に対する未然防⽌型対策

《潜在的危険区間の特定》
▽今後

今までは分からなかった
潜在的危険区間を事前
に特定！！

事故が発⽣（課題が顕在化）
している区間を選定

《潜在的危険区間の抽出イメージ》
北海道内の国道で1年間に発⽣した
－0.3G以上の急ブレーキ
（約20万件）

うち、特に急ブレーキが
多発している箇所を抽出
（約2万件）

約2万件のデータをもとに潜在的危険区間（92区間）を選定

『－0.3Gの急ブレーキ』って・・？

赤だよ！

●●●
▲▲▲

･･････！！

交差点に進⼊する際に、
信号の変わり⽬に気づかず・・・・

慌てて⽌まるような
急ブレーキを想像してください

ビッグデータを活用することにより、今までは分からなかった潜在的危険区間を事前に特定
約2万件のデータをもとに潜在的危険区間（92区間）を選定

▽これまで
■事故発⽣箇所に対する対症療法型対策



事故ゼロプランの流れ

＜カーブ区間における正面衝突事故対策の例＞

■事故原因に即した対策を立案・実施

【ビッグデータの活用】 【北海道交通事故対策検討委員会】

【整備前】 【整備後】

対向車線にはみ出し

正面衝突事故が発生 中央分離帯を設置

急ブレーキ多発箇所を特定
潜在的事故危険箇所の抽出

急ブレーキ多発箇所

事故データや地域の声をもとに、事故
の危険性が高い特定の区間を明確化

→「事故危険区間リスト」
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事故発生要因の分析
要因に即した効果の高い対策を立案

対策の実施

対策完了後の効果を評価

事故危険区間のうち、早期に対策が可
能な箇所から事業化

事故データや地域の声等に基づき事故危険区間を選定し、地域住民への注意喚起や事故要
因に即した対策を重点的に実施
対策完了後はその効果を検証し、マネジメントサイクルにより改善

北海道開発局のホームページ「事故ゼロプラン」で、より詳細な情報をご覧いただけます。

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_iji/ud49g70000008w0s.html

▼事故ゼロプランの流れ 《事故ゼロプランの取組》



ETC2.0プローブ情報の利活用
ＥＴＣ2.0プローブ情報の収集

道路交通のビックデータであるＥＴＣ2.0プローブ情報

ＥＴＣ2.0プローブ情報の特徴

ＥＴＣ2.0プローブ情報の活用イメージ 【道路交通安全】

３つの加速度データによる詳細な事故要因分析、効果検証等

・ETC2.0プローブ情報では、３つ（前後加速度、左右加速度、ヨー角速度）
の挙動データを収集している。

・想定される事故要因や実際の道路構造等の状況等を関連付けることで、詳
細な事故要因分析等に活用できる。

例：前後加速度は、前方不注意等の追突事故の相関が高い 等

経路情報による詳細な事故要因分析、効果検証等

・ETC2.0プローブ情報では、各車両の経路情報を収集している。

・また、経路情報と加速度情報、旅行時間、旅行速度等と組み合わせること
で、詳細な事故要因分析等に活用できる。

【交差点部】 【生活エリア】

【交差部】
ヨー角速度

【急カーブ】
左右加速度

【合流部】
前後加速度

加速度 旅行速度 旅行時間

別紙２



事故危険区間リスト（追加区間①　事故データによる選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

916 国道5号 函館市亀田本町46地先 交差点 - 五稜郭駅前通交差点

917 国道5号 亀田郡七飯町大川5丁目1 交差点 - 町道グリーン通交差点

918 国道5号 茅部郡森町森川町292番地-1 交差点 - 国道278号交差点

919 国道5号 余市郡余市町大川町3丁目68～余市郡余市町栄町214 単路 4.4 km

920 国道5号
小樽市潮見台1丁目11番15～小樽市潮見台1丁目15番
5(臨港線)

単路 0.2 km

921 国道5号 札幌市西区宮の沢1条3丁目 交差点 - 市道発寒第12号線交差点

922 国道5号 札幌市東区北20条西2丁目 交差点 - 市道北20条仲通線交差点

923 国道5号 札幌市中央区北3条東1丁目 交差点 - 北3条通交差点

924 国道12号 札幌市中央区北1条東10丁目 交差点 - 市道中央東10丁目線交差点

925 国道12号 札幌市中央区北1条東12丁目 交差点 - 市道東12丁目線交差点

926 国道12号 札幌市白石区中央2条7丁目1番地 交差点 - 札幌環状線交差点

927 国道12号 江別市野幌並松町33番地 交差点 - 野幌松並町33交差点

928 国道12号 江別市東光町13番地 交差点 - 道道江別長沼線交差点

929 国道12号 岩見沢市幌向南1条4丁目 交差点 - 市道南1号線交差点

930 国道12号 岩見沢市大和1条9丁目 交差点 - 道道岩見沢月形線交差点

931 国道12号 美唄市茶志内町2区688番地 交差点 - 市道西5線交差点

932 国道12号 砂川市北光83番地 交差点 - 道道砂川歌志内線交差点

933 国道12号 砂川市空知太東1条1丁目1番地 交差点 - 東4号線交差点

934 国道12号 砂川市空知太西1条5丁目 交差点 - 市道東1号交差点

935 国道12号 滝川市新町6丁目 交差点 - 国道38号交差点

936 国道12号 旭川市旭岡3丁目 交差点 - 市道旭岡2･3丁目間1号線交差点

937 国道36号 札幌市中央区大通西3丁目4番地 交差点 - 大通西3交差点

938 国道36号 札幌市中央区南4条東4丁目10番地 交差点 - 南5東4交差点

939 国道36号 札幌市豊平区豊平3条2丁目4番地 交差点 - 旭山公園米里線交差点

940 国道36号 札幌市豊平区美園3条6丁目 交差点 - 市道美園6丁目中通1号線交差点

941 国道36号 恵庭市西島松248番地 交差点 - 市道島松川上線交差点

942 国道36号 恵庭市戸磯542番地～恵庭市戸磯542番地(国道36号) 単路 0.2 km

943 国道36号 千歳市富士1丁目 交差点 - 市道東8線交差点

944 国道36号 千歳市新富1丁目 交差点 - 市道北新通東10線交差点

945 国道37号 伊達市舟岡町236番地1～室蘭市石川町79番地22 単路 10.8 km

946 国道38号 滝川市緑町1丁目 交差点 - 市道東2号通交差点

947 国道38号 芦別市北7条西3丁目 交差点 - 道道芦別停車場線交差点

948 国道38号 富良野市東山1710番地～富良野市西達布4300番 単路 15.9 km

949 国道38号 上川郡清水町字御影南1線72番地 交差点 - 道道忠別清水線交差点

950 国道38号
白糠郡白糠町西庶路東3条南1丁目1-21～釧路市大楽
毛西2丁目1-33

単路 11.5 km

951 国道38号 釧路市大楽毛3丁目 交差点 - 市道大楽毛水路通交差点

952 国道39号 旭川市永山2条6丁目 交差点 - 永山2条15丁目交差点

953 国道39号 北見市留辺蘂町旭南41番地～北見市豊田216番地 単路 10.4 km

954 国道40号
天塩郡豊富町大通3丁目1511番地1～天塩郡豊富町大
通4丁目1977番地4

単路 0.2 km

955 国道44号 厚岸郡厚岸町字尾幌60番地 交差点 - 道道根室浜中釧路線交差点

956 国道227号 北斗市七重浜2丁目27番地-4 交差点 - 道道七重浜駅前通線交差点

957 国道228号 北斗市富川2丁目8番地6(放射5号線) 単路 0.2 km

958 国道228号 上磯郡知内町中の川59～上磯郡知内町湯ノ里82-59 単路 16.2 km

別紙３

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間①　事故データによる選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

959 国道229号
余市郡余市町沢町2丁目5番地～余市郡余市町浜中町
203番地(富沢町線)

単路 0.2 km

960 国道229号 岩内郡共和町宮丘1724番地 交差点 - 道道蕨岱古平線交差点

961 国道230号 札幌市中央区北1条西6丁目 交差点 - 市道西7丁目通交差点

962 国道230号 札幌市中央区南12条西11丁目 交差点 - 市道南12条中央線交差点

963 国道230号 札幌市中央区南16条西11丁目 交差点 - 市道南16条中央線交差点

964 国道230号 札幌市中央区南18条西11丁目 交差点 - 市道南18条中央線交差点

965 国道230号 札幌市南区石山1条9丁目3番地 交差点 - 石山1-9交差点

966 国道230号 札幌市南区簾舞3条1丁目 交差点 - 市道藤野116号線交差点

967 国道230号
虻田郡留寿都村留寿都44番～虻田郡留寿都村三の原
119番

単路 8.3 km

968 国道233号 深川市北光1丁目 交差点 - 市道5番線通交差点

969 国道234号 苫小牧市沼ノ端230番地15 交差点 - 市道拓勇3条通交差点

970 国道235号 勇払郡厚真町浜厚真265番地2 交差点 - 町道富野浜厚真線交差点

971 国道235号 沙流郡日高町厚賀159番地36 交差点 - 道道比宇厚賀停車場線交差点

972 国道237号
空知郡中富良野町東1線北1654番～富良野市若松町
15番

単路 6.5 km

973 国道238号
網走市二見ケ岡54番地～北見市常呂町字常呂560番
地

単路 23.9 km

974 国道238号
枝幸郡枝幸町山臼4762番地7～枝幸郡枝幸町山臼国
有林243林班

単路 0.3 km

975 国道242号 中川郡本別町南4丁目3～中川郡本別町勇足元町8 単路 8.0 km

976 国道274号 札幌市白石区北郷8条7丁目 交差点 - 市道13号幹道線交差点

977 国道274号 北広島市共栄25番地～北広島市共栄53番地(共栄通) 単路 0.1 km

978 国道275号 札幌市東区東雁来8条1丁目19番地 交差点 - 丘珠空港通交差点

979 国道275号 雨竜郡雨竜町第6町内33番地 交差点 - 道道江部乙雨竜線交差点

980 国道276号 岩内郡共和町国富3番地 交差点 - 道道蕨岱国富停車場線交差点

981 国道276号
虻田郡倶知安町北4条東10丁目1-5～虻田郡京極町京
極440番

単路 12.7 km

982 国道276号 伊達市大滝区清陵町4番地1 交差点 - 国道453号交差点

983 国道278号 茅部郡森町森川町238番地1 交差点 - 町道森川白川線交差点

984 国道333号
紋別郡遠軽町生田原水穂406番地～常呂郡佐呂間町
栄4番地

単路 14.7 km

985 国道337号 夕張郡長沼町栄町区2490番地 交差点 - 道道札幌夕張線交差点

986 国道337号 石狩市新港南2丁目731番地 交差点 - 新港南2丁目交差点

987 国道337号 石狩市新港西3丁目 交差点 - 市道樽川東循環線交差点

988 国道391号
川上郡標茶町塘路原野北7線52～川上郡標茶町開運2
丁目1-1

単路 21.3 km

989 国道392号
白糠郡白糠町西1条南2丁目1-28～白糠郡白糠町上茶
路基線15-5

単路 34.9 km

990 国道453号 札幌市豊平区平岸3条6丁目6番地 交差点 - 平岸3条7丁目交差点

991 国道453号 札幌市豊平区平岸3条7丁目1番地 交差点 - 白石中の島線交差点

992 国道453号 札幌市豊平区平岸1条21丁目3番地 交差点 - 福住・桑園通交差点

993 国道453号
札幌市南区常盤6条1丁目1番地～札幌市南区滝野定
山渓事業区193林班（札幌市・恵庭市界）

単路 7.6 km

994 小樽定山渓線 小樽市朝里川温泉3丁目 単路 1.1 km

995 札幌夕張線
夕張郡長沼町本町南1丁目1番地～夕張郡長沼町本町
北1丁目6番地

単路 0.1 km

996 岩見沢月形線 岩見沢市4条10丁目9番地 交差点 - 美唄達布岩見沢線交差点

997 当別浜益港線 石狩郡当別町字青山奥四番川6067番地 単路 1.0 km

998 当別浜益港線 石狩郡当別町字青山奥四番川3384番地 単路 0.5 km

999 三笠栗山線 岩見沢市上志文町213番地 交差点 - 夕張岩見沢線交差点

1000
江別恵庭線
(広島本通り)

北広島市共栄1丁目13番地 単路 0.1 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。

2



事故危険区間リスト（追加区間①　事故データによる選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1001 千歳インター線 千歳市真々地3丁目878番地 交差点 - 市道促進橋通交差点

1002
道道札幌環状線
(宮の森・北24条通)

札幌市西区二十四軒2条7丁目2番地 交差点 - 道道宮の沢北1条線交差点

1003 網走川湯線 網走市字稲富465番地 単路 0.6 km

1004 恵庭岳公園線 恵庭市盤尻261番地～恵庭市盤尻259番地 単路 0.7 km

1005 恵庭岳公園線 恵庭市牧場189番地 交差点 - 恵庭IC交差点

1006 恵庭岳公園線 恵庭市本町83番地 交差点 - 市道恵庭線交差点

1007
道道宮の沢北1条線
(北5条・手稲通)

札幌市中央区北7条西26丁目1番地 交差点 - 市道北7条線交差点

1008
道道前田新川線
(新川通)

札幌市北区新川2条13丁目1番地 交差点 - 市道新琴似第4横線交差点

1009 小平幌加内線
留萌郡小平町字富里983番地～留萌郡小平町字富里
876番地

単路 0.3 km

1010 愛別当麻旭川線 旭川市東旭川北1条5丁目1番地 単路 0.2 km

1011 愛別当麻旭川線 旭川市東旭川北1条1丁目3番地 交差点 - 市道功橋通線交差点

1012 愛別当麻旭川線 旭川市豊岡14条7丁目3番地 単路 0.1 km

1013
市道真駒内篠路線
(創成川通)

札幌市中央区南5条西1丁目1番地 交差点 - 市道南5条線交差点

1014
市道旭山公園米里線
(菊水・旭山公園通)

札幌市中央区南9条西3丁目2番地 交差点 - 市道西4丁目線交差点

1015 温根別剣淵停車場線 上川郡剣淵町字旭町1021番地 交差点 - 町道7線道路交差点

1016 本別海別海停車場線
野付郡別海町別海宮舞町62番地～野付郡別海町別海
旭町202番地

単路 0.2 km

1017 三和剣淵線 上川郡和寒町字三和873番地 交差点 - 町道12線道路交差点

1018 島松千歳線 千歳市釜加120番地 交差点 - 市道東4線道路交差点

1019 島松千歳線 千歳市北陽1丁目667番地～千歳市北陽1丁目688番地 単路 0.3 km

1020 島松千歳線 千歳市北陽1丁目673番地 交差点 - 市道29号通交差点

1021 島松千歳線 千歳市北陽1丁目688番地 交差点 - 市道30号中通交差点

1022 島松千歳線 千歳市北陽2丁目1067番地 交差点 - 市道28号通交差点

1023 島松千歳線 千歳市北光1丁目695番地 交差点 - 市道鉄北通交差点

1024 島松千歳線 千歳市北光1丁目695番地～千歳市信濃4丁目650番地 単路 0.1 km

1025 島松千歳線 千歳市信濃2丁目717番地 交差点 - 市道仲の橋通交差点

1026
道道樽川篠路線
(西5丁目・樽川通)

札幌市北区新琴似7条17丁目4番地 交差点 - 市道新琴似第5横線交差点

1027
道道樽川篠路線
(西5丁目・樽川通)

札幌市北区新琴似7条13丁目4番地 交差点 - 市道新琴似第4横線交差点

1028 岩見沢桂沢線 三笠市萱野200番地 単路 0.1 km

1029 日進名寄線 名寄市大通北1丁目15番地 交差点 - 市道北1丁目通交差点

1030 阿寒公園鶴居線
阿寒郡鶴居村字雪裡原野289番地 ～ 阿寒郡鶴居村
字雪裡原野北22線西69番地

単路 0.9 km

1031
市道北2条線
(北2条通)

札幌市中央区北2条東4丁目1番地 交差点 - 市道東4丁目線交差点

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間②　ビッグデータによる選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1032 国道5号 函館市海岸町4-13番地先 交差点 - 海岸11号線交差点

1033 国道5号
函館市海岸町12-10番地先～函館市海岸町14-10番地
先

単路 0.2 km

1034 国道5号 函館市万代町5-10番地先 交差点 - 万代13号線交差点

1035 国道5号 函館市亀田町16-25番地先～函館市亀田町17番地先 単路 0.1 km

1036 国道5号 函館市亀田本町67-38番地先 単路 0.3 km

1037 国道5号 函館市昭和4丁目2-2番地先 単路 0.1 km

1038 国道5号 亀田郡七飯町藤城236-1番地先 交差点 - 藤城交差点

1039 国道5号 茅部郡森町字赤井川79-6 交差点 - 大沼インター線交差点

1040 国道5号 山越郡長万部町字長万部196-3 交差点 - 国道37号線交差点

1041 国道5号 岩内郡共和町国富753番地1 交差点 - 島付内橋交差点

1042 国道5号
札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目12番地～札幌市西区
宮の沢1条5丁目24番地

単路 0.2 km

1043 国道5号
札幌市西区宮の沢2条4丁目7番地～札幌市西区宮の
沢1条3丁目2番地

単路 0.4 km

1044 国道12号
札幌市中央区大通東10丁目15番地～札幌市中央区大
通東10丁目15番地

単路 0.1 km

1045 国道12号 江別市豊幌13番地～江別市豊幌9番地 単路 0.1 km

1046 国道36号 室蘭市輪西町3丁目6番地 交差点 - 輪西IC

1047 国道36号 札幌市豊平区豊平3条3丁目2番地 交差点 - 豊平3－4交差点

1048 国道36号
札幌市豊平区豊平4条9丁目2番地～札幌市豊平区美
園3条1丁目1番地

単路 0.5 km

1049 国道36号
札幌市豊平区美園3条4丁目3番地～札幌市豊平区美
園3条5丁目1番地

単路 0.1 km

1050 国道36号
北広島市輪厚中央5丁目2番地～北広島市輪厚中央4
丁目14番地

単路 0.2 km

1051 国道38号 赤平市幌岡町54番地～赤平市幌岡町51番地 単路 0.2 km

1052 国道38号 富良野市字学田三区～富良野市新富町3番20号 単路 0.3 km

1053 国道38号
上川郡清水町本通11丁目1番地～上川郡清水町南1条
11丁目1番地

単路 0.2 km

1054 国道38号
帯広市西8条北1丁目10番地～帯広市西7条北1丁目10
番地

単路 0.1 km

1055 国道38号
帯広市西2条北1丁目20番地～帯広市大通北1丁目4番
地

単路 0.3 km

1056 国道38号 帯広市東5条南3丁目7番地～帯広市東6条南4丁目 単路 0.2 km

1057 国道38号 中川郡幕別町幸町70番地～中川郡幕別町幸町70番地 単路 0.1 km

1058 国道38号 十勝郡浦幌町共栄91番地 交差点 - 国道336号交差点

1059 国道38号 白糠郡白糠町西1条南2丁目1-56 交差点 - 西1南2交差点

1060 国道38号 白糠郡白糠町西1条南2丁目1-28 交差点 - 国道392号交差点

1061 国道38号
白糠郡白糠町岬1丁目1-47～白糠郡白糠町岬2丁目1-
6

単路 0.2 km

1062 国道38号 釧路市大楽毛3丁目2-5 交差点 - 大楽毛3丁目交差点

1063 国道38号 釧路市星が浦大通5丁目5-1 交差点 - 星が浦大通5交差点

1064 国道38号 釧路市星が浦大通4丁目5-12 交差点 - 星が浦大通4交差点

1065 国道38号 釧路市星が浦大通3丁目6-1 交差点 - 星が浦大通3交差点

1066 国道38号 釧路市鳥取大通2丁目2-8 交差点 - 鳥取大通2丁目交差点

1067 国道39号 旭川市永山2条20丁目7-10 交差点 - 旭川3条20丁目交差点

1068 国道39号 旭川市永山2条21丁目3-15 交差点 - 旭川3条21丁目交差点

1069 国道39号 網走郡大空町女満別本通5丁目5番地 交差点 - 道道1064線交差点

1070 国道44号
釧路郡釧路町桂木1丁目1-17～釧路郡釧路町桂木1丁
目11番地

単路 0.2 km

1071 国道44号
釧路郡釧路町若葉1丁目28-3～釧路郡釧路町若葉2丁
目1-2

単路 0.1 km

1072 国道227号
北斗市七重浜1丁目10-1番地先～北斗市七重浜1丁目
10-33番地先

単路 0.1 km

1073 国道227号 北斗市七重浜6丁目7-24番地先 単路 0.1 km

1074 国道227号
北斗市七重浜6丁目12-16番地先～北斗市追分1丁目
1-31番地先

単路 0.3 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間②　ビッグデータによる選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1075 国道228号
北斗市七重浜7丁目4-32番地先～北斗市七重浜7丁目
4-28番地先

単路 0.1 km

1076 国道229号 余市郡余市町富沢町8丁目14-1 交差点 - 富沢町9丁目線交差点

1077 国道229号 古平郡古平町字浜町69番地1 交差点 - 中央栄町線交差点

1078 国道230号
札幌市中央区南7条西11丁目1番地～札幌市中央区南
8条西10丁目1277番地

単路 0.3 km

1079 国道230号
札幌市中央区南13条西11丁目3番地～札幌市中央区
南17条西10丁目2番地

単路 0.6 km

1080 国道230号
虻田郡留寿都村字留寿都34番地～虻田郡留寿都村字
留寿都17番地

交差点 - 留寿都69-1交差点

1081 国道231号
札幌市北区篠路1条1丁目2番地～札幌市北区太平12
条1丁目1番地

単路 0.3 km

1082 国道231号 石狩市厚田区嶺泊174番地 交差点 - 市道交差点

1083 国道233号
深川市音江町広里265番地～深川市音江町広里301番
地

単路 0.6 km

1084 国道236号
河西郡中札内村大通北3丁目3番地～河西郡中札内村
大通北1丁目32番地

単路 0.6 km

1085 国道236号 中川郡幕別町忠類本町131番地 交差点 - 道道生花大樹線交差点

1086 国道236号
広尾郡大樹町下大樹189番地～広尾郡大樹町柏木町9
番地

単路 0.5 km

1087 国道236号 広尾郡大樹町西本通19番地 交差点 - 大樹2条通交差点

1088 国道236号 広尾郡大樹町西本通41番地 交差点 - 道道旭浜大樹停車場線交差点

1089 国道236号
浦河郡浦河町大通5丁目1番地～浦河郡浦河町大通3
丁目19番地

単路 0.2 km

1090 国道237号 旭川市神楽3条3丁目2-15～旭川市神楽4条3丁目2-13 単路 0.2 km

1091 国道237号 旭川市神楽4条8丁目1～旭川市神楽4条8丁目1-2 単路 0.2 km

1092 国道237号
旭川市神楽4条12丁目11-4～旭川市神楽4条13丁目1-
8

単路 0.1 km

1093 国道237号
旭川市西神楽北1条1丁目138-1～旭川市西神楽南1条
1丁目139-4

単路 0.2 km

1094 国道237号 旭川市西神楽2線18号349-2 交差点 - 国道452号交差点

1095 国道237号 上川郡美瑛町扇町232-1 交差点 - 扇町232交差点

1096 国道237号 上川郡美瑛町大町2丁目6-26 交差点 - 道道213号交差点

1097 国道237号
空知郡中富良野町東1線北18号～空知郡中富良野町
東1線北18号

単路 0.3 km

1098 国道238号 北見市常呂町560番2号～北見市常呂町574番1号 単路 0.6 km

1099 国道238号 紋別郡湧別町北兵村三区494-3 交差点 - 国道242号交差点

1100 国道238号 紋別市大山町3丁目5番 交差点 - 道道渚滑紋別線交差点

1101 国道238号 紋別市渚滑町7丁目43番 交差点 - 国道273号交差点

1102 国道238号 枝幸郡浜頓別町大通5丁目8 交差点 - 浜頓別154交差点

1103 国道240号 釧路市尻駒別 交差点 - 国道241交差点

1104 国道240号 網走郡美幌町字豊幌34号～網走郡美幌町字上町5号 単路 0.8 km

1105 国道241号 足寄郡足寄町茂足寄国有林75林班ろ小班 交差点 - 道道949号交差点

1106 国道241号 足寄郡足寄町南1条2丁目1番地 交差点 - 北1丁目通交差点

1107 国道243号 網走郡美幌町字稲美266番 交差点 - 東2号交差点

1108 国道244号 斜里郡小清水町字止別160-1 交差点 - 道道止別停車場交差点

1109 国道272号 標津郡中標津町桜ヶ丘2丁目54-4 交差点 - 桜ヶ丘2丁目交差点

1110 国道274号
札幌市東区北34条東3丁目1番地～札幌市東区北34条
東4丁目3番地

単路 0.1 km

1111 国道274号 北広島市共栄54番地～北広島市共栄546番地 単路 0.2 km

1112 国道275号 石狩郡当別町栄町48番地 交差点 - 国道337号交差点

1113 国道276号 岩内郡共和町幌似2083番地 交差点 - 道道蕨岱国富停車場線交差点

1114 国道276号 苫小牧市音羽町2丁目34-5 交差点 - 緑町5号交差点

1115 国道278号
函館市湯川1丁目6-1番地先～函館市湯川1丁目3-8番
地先

単路 0.1 km

1116 国道278号
函館市湯川2丁目2-1番地先～函館市湯川2丁目4-31
番地先

単路 0.1 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間②　ビッグデータによる選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1117 国道278号
函館市湯川3丁目2-12番地先～函館市湯川3丁目8-18
番地先

単路 0.1 km

1118 国道278号 函館市高松町184-4番地先 単路 0.2 km

1119 国道278号 函館市高松町333-3番地先 交差点 - 高松13号線交差点

1120 国道278号 茅部郡森町字尾白内223-57 交差点 - 尾白内町5号線交差点

1121 国道333号 北見市端野町二区728番 交差点 - 第一号支線農道交差点

1122 国道337号 江別市江別太335番地 交差点 - 江別太336交差点

1123 国道337号 江別市江別太324番地～江別市江別太324番地 単路 0.1 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間③　地域の声による選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1124 国道5号
寿都郡黒松内町歌才317番地～寿都郡黒松内町豊幌
390番地

単路 1.8 km

1125 国道5号
余市郡仁木町西町11丁目31番地～余市郡仁木町北町
8丁目27-1番地

単路 0.4 km

1126 国道12号 江別市野幌町9番地～江別市幸町4番地 単路 0.8 km

1127 国道12号 岩見沢市幌向南1条3丁目339番地 交差点 - 幌向駅前交差点

1128 国道12号 美唄市茶志内3区 交差点 - 茶志内町3区交差点

1129 国道12号 空知郡奈井江町奈井江町118番地 交差点 - 道道1139交差点

1130 国道12号 空知郡奈井江町奈井江115番地 交差点 - 赤平奈井江線交差点

1131 国道12号 滝川市朝日町西1丁目1番地 交差点 - 一の坂町西2交差点

1132 国道12号 滝川市滝の川町襾4丁目1番地 交差点 - 滝川BP交差点

1133 国道12号
滝川市江部乙町西12丁目1番地～滝川市江部乙町西
18丁目（滝川市・深川市界）

単路 5.2 km

1134 国道12号
深川市音江町字稲田（滝川市・深川市界）～深川市音
江町字広里59番地

単路 8.5 km

1135 国道12号 深川市音江町稲田1765番地 交差点 - 道道増毛稲田線交差点

1136 国道12号 深川市音江町広里301番地 交差点 - 国道233号交差点

1137 国道12号 旭川市台場2条6丁目 交差点 - 旭川市台場2条6丁目交差点

1138 国道36号 札幌市豊平区月寒中央通2丁目4番地 交差点 - 白石・中の島線交差点

1139 国道36号
札幌市豊平区里塚1条4丁目2番地～札幌市豊平区里
塚1条4丁目15番地

単路 0.2 km

1140 国道36号 札幌市豊平区里塚1条4丁目15番地 交差点 - 北野里塚旧道線交差点

1141 国道36号 千歳市北信濃782番地～千歳市錦町3丁目12番地 単路 2.5 km

1142 国道36号 苫小牧市樽前24番8～苫小牧市樽前36番1 単路 0.7 km

1143 国道36号 白老郡白老町社台5番地～白老郡白老町社台65番4 単路 0.7 km

1144 国道36号
白老郡白老町石山27番44～白老郡白老町字北吉原
174番1

単路 4.4 km

1145 国道36号
白老郡白老町字竹浦3番1～白老郡白老町字虎杖浜
112番1

単路 2.8 km

1146 国道36号 白老郡白老町字虎杖浜111番10 交差点 - 竹浦温泉4号交差点

1147 国道36号 登別市幌別町2丁目30番4～登別市幌別町2丁目1番1 単路 0.4 km

1148 国道36号 登別市大和町1丁目12番地 交差点 - 中央通り線交差点

1149 国道36号 登別市鷲別町6丁目35番地 交差点 - 学園通り交差点

1150 国道37号 伊達市梅本町66番1～伊達市松ヶ枝町239番1 単路 1.1 km

1151 国道38号 滝川市東滝川町2丁目1番地 交差点 - 道道3776線交差点

1152 国道38号 赤平市幌岡町202番地 交差点 - 幌岡202交差点

1153 国道38号
芦別市北4条東1丁目4番地～芦別市北3条東1丁目11
番地

単路 0.1 km

1154 国道38号 芦別市北3条東1丁目11番地 交差点 - 北3東１交差点

1155 国道38号 富良野市字島ノ下 交差点 - 道道白川美唄線交差点

1156 国道38号 富良野市字学田三区～富良野市字北の峰35 単路 1.2 km

1157 国道38号 富良野市北の峰町35 交差点 - 道道北の峰線交差点

1158 国道38号 富良野市新富町2 交差点 - 国道237号交差点

1159 国道38号 空知郡南富良野町字落合812 交差点 - 道道111号交差点

1160 国道38号
中川郡幕別町字千住148番地～中川郡幕別町字千住
136番地

単路 0.4 km

1161 国道38号 中川郡豊頃町豊頃旭町233番地 交差点 - 豊頃中央線交差点

1162 国道38号 釧路市鳥取1丁目2-13 交差点 - 道道53号交差点

1163 国道39号 上川郡当麻町宇園別2区415-4 交差点 - 道道1122号交差点

1164 国道39号 北見市東相内288-1～北見市東相内224 単路 0.5 km

1165 国道39号
北見市中央三輪4丁目511−7～北見市中央三輪1丁目
421−26

単路 0.9 km

1166 国道39号 北見市東三輪2丁目42−1～北見市栄町1丁目1−18 単路 1.0 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間③　地域の声による選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1167 国道39号 北見市東三輪2丁目42−1～北見市栄町1丁目1−18 単路 0.6 km

1168 国道39号 北見市本町5丁目2−13～北見市本町4丁目1−1 単路 0.6 km

1169 国道39号 北見市大通東1丁目18−2 交差点 - 中央大通道路交差点

1170 国道39号 北見市大通東6丁目8～北見市大通東7丁目12 単路 0.2 km

1171 国道39号 網走郡美幌町報徳78−7 交差点 - 国道334号交差点

1172 国道40号 上川郡比布町新町5丁目 交差点 - 道道390号交差点

1173 国道40号 稚内市朝日1丁目8番13号～稚内市萩見2丁目15番8号 単路 1.0 km

1174 国道40号 稚内市萩見2丁目15番8号～稚内市潮見3丁目3番23号 単路 0.8 km

1175 国道40号 稚内市潮見3丁目4番20号～稚内市潮見1丁目6番11号 単路 0.8 km

1176 国道40号 稚内市潮見1丁目6番11号～稚内市港5丁目8番15号 単路 1.3 km

1177 国道44号 厚岸郡厚岸町尾幌60～厚岸郡厚岸町尾幌1147 単路 4.8 km

1178 国道44号 厚岸郡厚岸町尾幌1147～厚岸郡厚岸町門静4丁目82 単路 3.0 km

1179 国道44号 厚岸郡厚岸町太田宏陽66～厚岸郡厚岸町宮園2丁目 単路 5.2 km

1180 国道44号 厚岸郡厚岸町宮園2丁目～厚岸郡厚岸町糸魚沢495 単路 18.3 km

1181 国道44号
厚岸郡浜中町茶内西3線123～厚岸郡浜中町姉別南5
線263−1

単路 22.5 km

1182 国道44号 根室市西浜町7丁目54−1～根室市花園町7丁目16−1 単路 0.4 km

1183 国道229号
余市郡余市町朝日町26-1番地～余市郡余市町浜中町
218-1番地

単路 0.4 km

1184 国道229号 積丹郡積丹町字野塚町野塚18-2番地 交差点 - 道道野塚婦美線交差点

1185 国道229号
積丹郡積丹町字来岸町48-1番地～積丹郡積丹町字余
別町

単路 1.1 km

1186 国道229号
積丹郡積丹町字神岬町草内～積丹郡積丹町字神岬町
草内

単路 0.3 km

1187 国道229号 岩内郡岩内町栄3-9～岩内郡岩内町清住4-3 単路 1.4 km

1188 国道229号
爾志郡乙部町三ツ谷265番地～爾志郡乙部町三ツ谷
34番地1号

単路 1.0 km

1189 国道230号
虻田郡洞爺湖町大原230番2～虻田郡洞爺湖町香川31
番1

単路 3.2 km

1190 国道230号 瀬棚郡今金町神丘518-8～瀬棚郡今金町神丘591-4 単路 0.3 km

1191 国道231号
石狩市厚田区聚富250番地～石狩市厚田区聚富337番
地

単路 1.3 km

1192 国道231号 石狩市厚田区望来105番地 交差点 - 望来交差点

1193 国道231号 石狩市厚田区厚田6番地～石狩市厚田区厚田98番地 単路 1.7 km

1194 国道231号 増毛郡増毛町1263-1～増毛郡増毛町箸別15-1 単路 2.3 km

1195 国道231号 増毛郡増毛町舎熊85-17～増毛郡増毛町舎熊30-1 単路 1.0 km

1196 国道231号 留萌市明元町6丁目15-3～留萌市船場町2丁目225-4 単路 0.4 km

1197 国道231号 留萌市錦町3丁目50 交差点 - 北8条通交差点

1198 国道231号 留萌市旭町1丁目40-1 交差点 - 開運12号通り交差点

1199 国道232号
苫前郡初山別村字大沢6-9～苫前郡初山別村字明里
855-2

単路 3.0 km

1200 国道232号 苫前郡羽幌町南大通6丁目9-1 交差点 - 南6丁目通交差点

1201 国道232号 苫前郡羽幌町南町89-1～苫前郡羽幌町栄町117-1 単路 0.7 km

1202 国道232号
苫前郡苫前町字力昼284-2～苫前郡苫前町字力昼
156-2

単路 0.6 km

1203 国道232号
留萌郡小平町字鬼鹿広富111-29～留萌郡小平町字鬼
鹿広富21-1

単路 1.0 km

1204 国道232号 留萌郡小平町字臼谷278-1～留萌郡小平町字臼谷 単路 0.8 km

1205 国道232号 留萌市三泊町100-18～留萌市塩見町369-34 単路 2.1 km

1206 国道233号 深川市3条11番地 交差点 - 道道旭川深川線交差点

1207 国道233号 深川市北光町1丁目12番地 交差点 - 北光町2丁目交差点

1208 国道233号
深川市北光町2丁目15番地～深川市一巳町一巳4820
番地

単路 1.0 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間③　地域の声による選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1209 国道233号 深川市一已町字一已4779～深川市一已町字一已2078 単路 0.4 km

1210 国道233号
雨竜郡秩父別町秩父別1546番地～雨竜郡秩父別町秩
父別663番地

単路 0.3 km

1211 国道234号 岩見沢市栗沢町最上1番地 交差点 - 由良6号線交差点

1212 国道234号 夕張郡栗山町桜丘2丁目40番地 交差点 - 道道恵庭栗山線交差点

1213 国道234号 夕張郡栗山町桜丘2丁目46番地 交差点 - 桜丘2交差点

1214 国道234号 夕張郡栗山町桜丘1丁目74番地 交差点 - 中央通り交差点

1215 国道234号 夕張郡栗山町朝日2丁目54番地 交差点 - 道道朝日桜丘線交差点

1216 国道234号 夕張郡栗山町朝日4丁目10番地 交差点 - 町道南大通交差点

1217 国道234号 夕張郡栗山町朝日4丁目32番地 交差点 - 湯地継立線交差点

1218 国道234号 夕張郡栗山町角田251番地 交差点 - 道道札幌夕張線交差点

1219 国道234号
夕張郡由仁町古川283番地～夕張郡由仁町古川194番
地

単路 0.2 km

1220 国道234号 夕張郡由仁町東栄237番地 交差点 - 三川由仁停車場交差点

1221 国道234号 夕張郡由仁町熊本264番地 交差点 - 道道夕張長沼線交差点

1222 国道234号 夕張郡由仁町三川泉町109～千歳市東丘1470番地 単路 3.7 km

1223 国道234号
勇払郡安平町安平313番地6～勇払郡安平町安平313
番地1

単路 0.6 km

1224 国道235号
勇払郡むかわ町字宮戸1333番地～勇払郡むかわ町字
宮戸333番地

単路 0.1 km

1225 国道235号 新冠郡新冠町東町4番1～新冠郡新冠町西泊津1番地 単路 0.3 km

1226 国道235号
日高郡新ひだか町東静内15-13～日高郡新ひだか町
東静内15-16

単路 0.6 km

1227 国道236号 帯広市大通南12丁目20番地 交差点 - 南12丁目東交差点

1228 国道236号 帯広市西5条南41丁目7番地 交差点 - 稲田町東2線交差点

1229 国道236号
帯広市稲田町東1線14番地～帯広市川西町基線58番
地

単路 3.8 km

1230 国道236号 帯広市稲田町東1線17番地 交差点 - 稲田町3号線交差点

1231 国道236号 帯広市川西基線24番地 交差点 - 稲田4号通交差点

1232 国道236号 帯広市愛国町基線44番地 交差点 - 道道愛国停車場古舞線交差点

1233 国道236号 帯広市大正町基線80番地～帯広市大正町基線93番地 単路 1.4 km

1234 国道237号
空知郡上富良野町光町3丁目～空知郡中富良野町東1
線北14号

単路 6.7 km

1235 国道237号 空知郡中富良野町東1線北16号 交差点 - 北16号交差点

1236 国道237号
空知郡中富良野町新町13～空知郡中富良野町東1線
北1654-1

単路 0.1 km

1237 国道237号
空知郡南富良野町字金山～勇払郡占冠村峠下（金山
峠）

単路 5.0 km

1238 国道237号 勇払郡占冠村字中央 単路 1.3 km

1239 国道237号 勇払郡占冠村字中央 交差点 - 道道136号交差点

1240 国道237号 沙流郡平取町振内20番地～沙流郡平取町振内6番地 単路 0.7 km

1241 国道237号
沙流郡平取町字荷負47番6～沙流郡平取町字二風谷
439番2

単路 2.0 km

1242 国道237号
沙流郡平取町字二風谷34番2～沙流郡平取町字二風
谷12番2

単路 3.0 km

1243 国道238号
枝幸郡枝幸町音標815-1～枝幸郡枝幸町風烈布622-
23

単路 1.0 km

1244 国道238号
枝幸郡枝幸町風烈布1201-1～枝幸郡枝幸町風烈布
4376-1

単路 2.1 km

1245 国道238号
枝幸郡枝幸町乙忠部5036-1～枝幸郡枝幸町乙忠部
5031-1

単路 0.8 km

1246 国道238号
枝幸郡枝幸町山臼7728番地～枝幸郡枝幸町山臼3243
林班

単路 1.0 km

1247 国道238号 枝幸郡枝幸町問牧656-4～枝幸郡枝幸町問牧1203-1 単路 1.0 km

1248 国道238号
宗谷郡猿払村浜鬼志別278番地8～宗谷郡猿払村浜鬼
志別988番地2

単路 0.7 km

1249 国道238号 稚内市宗谷岬15番31地先～稚内市宗谷岬1番35地先 単路 1.0 km

1250 国道239号 紋別郡興部町宇津～紋別郡興部町宇津 単路 0.6 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間③　地域の声による選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1251 国道239号 紋別郡興部町宇津155～紋別郡興部町宇津156−4 単路 2.7 km

1252 国道239号
紋別郡西興部村西興部48～紋別郡西興部村東興296
−2

単路 2.3 km

1253 国道239号
紋別郡西興部村奥興部15～紋別郡西興部村奥興部
363

単路 5.0 km

1254 国道240号 釧路市阿寒町下舌辛11線47−6 交差点 - 阿寒IC交差点

1255 国道240号 網走郡津別町字上里～網走郡津別町字相生 単路 5.8 km

1256 国道241号
足寄郡足寄町茂足寄国有林75林班ろ小班～足寄郡足
寄町茂足寄96番地

単路 6.0 km

1257 国道241号
足寄郡足寄町上足寄本町26番地～足寄郡足寄町上足
寄10番地

単路 1.1 km

1258 国道241号 足寄郡足寄町螺湾1番地～足寄郡足寄町螺湾155番地 単路 0.5 km

1259 国道241号
河東郡上士幌町字上士幌東3線227番地～河東郡士幌
町字士幌東1線219番地

単路 1.4 km

1260 国道241号
河東郡士幌町字士幌東1線219番地～河東郡士幌町字
士幌東1線167番地

単路 5.6 km

1261 国道241号 河東郡音更町下音更北8線西19番地 交差点 - 下音更西3線交差点

1262 国道242号
足寄郡陸別町利別川上原野基線西15番地～足寄郡陸
別町利別川上原野基線東15番地

単路 1.4 km

1263 国道242号
足寄郡陸別町利別川上原野基線東3番地～足寄郡陸
別町字ウリオキナイ6番地

単路 2.0 km

1264 国道243号 網走郡美幌町古梅27～網走郡美幌町古梅27 単路 2.0 km

1265 国道243号 野付郡別海町西春別駅前錦町126 交差点 - 泉川西春別交差点

1266 国道243号
野付郡別海町西春別幸町2～野付郡別海町西春別幸
町55−4

単路 0.7 km

1267 国道243号
野付郡別海町中西別8−23～野付郡別海町中西別159
−32

単路 10.0 km

1268 国道244号 網走市字北浜98 交差点 - 北浜丸万川沿線交差点

1269 国道244号 標津郡標津町古多糠607～標津郡標津町古多糠607 単路 4.9 km

1270 国道244号
野付郡別海町尾岱沼1−42～野付郡別海町尾岱沼1-
22

単路 2.4 km

1271 国道244号
野付郡別海町本別海1-126～野付郡別海町本別海2-
13

単路 0.5 km

1272 国道272号
野付郡別海町上春別緑町8～野付郡別海町上春別120
−3

単路 5.0 km

1273 国道273号
河東郡上士幌町上士幌東3線229番地～河東郡上士幌
町上士幌東3線239番地

単路 1.1 km

1274 国道273号
河東郡上士幌町黒石平国有林36林班い小班～河東郡
上士幌町糠平国有林139林班ル小班

単路 1.0 km

1275 国道273号
河東郡上士幌町幌加国有林163林班い小班～河東郡
上士幌町三股国有林103輪班ろ小班

単路 5.7 km

1276 国道274号 札幌市白石区北郷3条11丁目1番地 交差点 - 道道大麻東雁来交差点

1277 国道274号 夕張郡長沼町東3線南7～夕張郡長沼町幌内 単路 7.6 km

1278 国道274号
夕張郡由仁町三川旭町44番地～夕張郡由仁町三川旭
町190番地

単路 0.3 km

1279 国道274号 夕張郡由仁町東三川1753番地 交差点 - 道道東三川由仁交差点

1280 国道274号 夕張郡紅葉山37番地～夕張郡紅葉山229番地 単路 0.9 km

1281 国道274号 白糠郡白糠町上茶路基線15−5 交差点 - 国道392号交差点

1282 国道274号 阿寒郡鶴居村幌呂40-4～阿寒郡鶴居村幌呂40-4 単路 0.2 km

1283 国道274号
阿寒郡鶴居村中久著呂20-48～川上郡標茶町クチョロ
原野38-1

単路 3.9 km

1284 国道275号 札幌市東区東苗場町15丁目2番地 交差点 - 北13条北郷通交差点

1285 国道275号 枝幸郡浜頓別町中央南154-825 交差点 - 大通り交差点

1286 国道275号 枝幸郡浜頓別町大通り3丁目8番 交差点 - 3丁目通り交差点

1287 国道275号 雨竜群幌加内町下幌加内 単路 1.3 km

1288 国道276号 岩内郡共和町幌似2083～岩内郡共和町国富1514-3 単路 1.8 km

1289 国道276号 岩内郡共和町国富1514-3～岩内郡共和町国富859-1 単路 1.1 km

1290 国道334号 斜里郡小清水町美和565～斜里郡小清水町美和506 単路 0.8 km

1291 国道334号 網走郡大空町東藻琴千草～網走郡大空町東藻琴千草 単路 1.5 km

1292 国道335号 目梨郡羅臼町本町30−2～目梨郡羅臼町礼文町11 単路 4.2 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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事故危険区間リスト（追加区間③　地域の声による選定区間）

No. 路線名 地名・住所
単路/
交差点

延長 交差点名

1293 国道335号 標津郡標津町忠類70～標津郡標津町忠類1−3 単路 1.6 km

1294 国道336号
広尾郡広尾町本通5丁目1番地～広尾郡広尾町丸山通
南1丁目2番地

単路 0.9 km

1295 国道336号
十勝郡浦幌町字ウツナイ2番地～十勝郡浦幌町字ウツ
ナイ1番地

単路 1.7 km

1296 国道336号 十勝郡浦幌町共栄40番地～十勝郡浦幌町共栄99番地 単路 1.3 km

1297 国道337号 千歳市清流2丁目11番地～千歳市根志越296番地 単路 0.9 km

1298 国道337号
夕張郡長沼町銀座南3丁目5番地～夕張郡長沼町銀座
南1丁目1番地

単路 0.9 km

1299 国道393号 小樽市奥沢4丁目120-6番地 交差点 - 勝内川左岸線交差点

1300 国道393号 小樽市真栄2丁目85-11番地 交差点 - 道道小樽環状線交差点

1301 国道452号
夕張市清水沢1丁目96番地～夕張市清水沢清栄町54
番地

単路 0.6 km

1302 国道452号 夕張市清水沢1丁目90番地 交差点 - 道道夕張札幌線交差点

1303 国道452号 夕張市清水沢3丁目136番地 交差点 - 清水沢3丁目交差点

1304 国道452号
夕張市清水沢清栄町70番地～夕張市南部新光町79番
地

単路 6.6 km

1305 国道453号
有珠郡壮瞥町字盤渓28番2～有珠郡壮瞥町字字盤渓
18番11

単路 0.9 km

1306 主要道道江差木古内線 檜山郡上ノ国町字大留～檜山郡上ノ国町字大留 単路 0.6 km

1307 主要道道奥尻島線 奥尻郡奥尻町字奥尻～奥尻郡奥尻町字奥尻 単路 0.4 km

1308
主要道道大沼公園鹿部
線

亀田郡七飯町字上軍川～亀田郡七飯町字軍川 単路 0.8 km

1309 主要道道恵庭栗山線 恵庭市和光町2丁目～恵庭市黄金南1丁目 単路 0.6 km

1310 主要道道八雲厚沢部線 二海郡八雲町落部～二海郡八雲町落部 単路 0.3 km

1311 主要道道札幌環状線
札幌市中央区宮の森3条13丁目4番地～札幌市中央区
円山西町3丁目3番地

単路 0.2 km

1312 主要道道札幌環状線 札幌市豊平区美園1条7丁目1番地 交差点 - 豊平区美園1条7丁目交差点

1313 主要道道上磯峠下線 北斗市中野通3丁目～北斗市中野通3丁目 単路 0.5 km

1314 主要道道上磯峠下線 北斗市中野通～北斗市中野通 単路 0.6 km

1315
主要道道利尻富士利尻
線

利尻郡利尻富士町鴛泊～利尻郡利尻富士町鴛泊 単路 0.3 km

1316 主要道道赤平奈井江線 赤平市豊丘町3丁目～赤平市豊丘町1丁目 単路 0.6 km

1317
主要道道愛別当麻旭川
線

旭川市永山11条4丁目～旭川市永山10条1丁目 単路 1.1 km

1318 一般道道月形峰延線 美唄市上美唄町南～美唄市豊葦町 単路 0.8 km

1319
一般道道東川東神楽旭
川線

上川郡東神楽町11号～上川郡東神楽町9号 単路 0.6 km

1320
一般道道東川東神楽旭
川線

上川郡東神楽町9号～上川郡東神楽町ひじり野北1条1
丁目

単路 0.6 km

1321 一般道道松前港線 松前郡松前町字博多～松前郡松前町字唐津 単路 0.1 km

1322
一般道道滝下由仁停車
場線

夕張郡栗山町角田～夕張郡栗山町字阿野呂 単路 0.9 km

1323
一般道道新開西神楽停
車場線

旭川市西神楽1線14号～旭川市西神楽南1条2丁目 単路 0.7 km

1324
一般道道霞台森停車場
線

茅部郡森町字上台町～茅部郡森町字本町 単路 1.0 km

1325 一般道道大野上磯線 北斗市市渡～北斗市本町1丁目 単路 0.5 km

1326 一般道道大野上磯線 北斗市本町4丁目～北斗市本町5丁目 単路 0.6 km

1327 一般道道開発茶志内線 美唄市開発町北～美唄市開発町桜井 単路 1.0 km

1328 一般道道遠軽安国線 紋別郡遠軽町豊里～紋別郡遠軽町豊里 単路 0.6 km

※事故危険区間は、事故データなど、一定の基準により選定したものであり、危険な道路というわけではありません。
　事故危険区間も、それ以外の区間も、交通規制を遵守していただくとともに、路面状況等に応じた適切な通行を心がけてください。
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①事故データによる追加選定区間箇所図

稚内市

留萌市
網走市

釧路市帯広市

函館市

室蘭市

札幌市

小樽市

旭川市

北方領土は省略しております。

凡例

【事故データによる追加選定区間】
対策完了(H22・25選定区間)
事業中(H22・25選定区間)
対策検討中(H22・25選定区間)
H28追加区間（116区間）

別紙４



②ビッグデータによる追加選定区間箇所図

稚内市

留萌市
網走市

釧路市帯広市

函館市

室蘭市

札幌市

小樽市

旭川市

北方領土は省略しております。

凡例

【ビッグデータによる追加選定区間】
H28追加区間（92区間）



③地域の声による追加選定区間箇所図

稚内市

留萌市
網走市

釧路市帯広市

函館市

室蘭市

札幌市

小樽市

旭川市

北方領土は省略しております。

凡例

【地域の声による追加選定区間】
対策完了(H22・25選定区間)
事業中(H22・25選定区間)
対策検討中(H22・25選定区間)
H28追加区間（205区間）


