
死傷事故は、H26-29年で総件数583件が発生し、そのうち、単路部の
事故が61％（358件）、交差点の事故が39％（225件）となっています。
また、事故類型別では、追突事故が43％（251件）、正面衝突事故が

13％（75件）、出合頭事故が11％（65件）等となっています。

これまで事故データやビッグデータ（ETC2.0プロー
ブ情報による急加減速、急ハンドルの情報等）、地方
公共団体、地域住民からの意見等に基づき交通事故の
危険性の高い区間（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・集
中的に講じることにより効果的・効率的な交通事故対
策を推進します。
また、対策完了後はその効果を計測・評価し、マネ

ジメントサイクルによる逐次改善を図ります。

事故ゼロプランとは？

小樽開発建設部管内の事故危険区間

全道で事故危険区間は1169区間（直轄国道）選定されており、そのうち小樽開発建設部管内の国道では77
区間が事故危険区間に選定されています。

事故危険区間の選定について

小樽開発建設部管内の死傷事故の統計

死傷事故の統計（H26-29年）

■道路構造別構成比 ■事故類型構成比

交通事故対策の実施状況

■国道５号 共和町国富 中央帯整備

正面衝突事故等の防止を目的に
「中央分離帯」を整備しました。
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北海道開発では、事故データに
よる区間、データ上では現れない
が危険が潜んでいる区間（事故は
少ないが危険を感じる区間）を抽出し、学
識経験者からなる「北海道交通事故対策検

討委員会」や地方公共団体の意見を聴取し
た上で、事故危険区間の選定と行っていま
す。

北海道開発では、事故データによる区間、

データ上では現れないが危険が潜んでいる
区間（事故は少ないが危険を感じる区間）
を抽出し、学識経験者からなる「北海道交
通事故対策検討委員会」や地方公共団体の
意見を聴取した上で、事故危険区間の選定
と行っています。
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データ上では現れないが危険が潜んでいる
区間（事故は少ないが危険を感じる区間）

を抽出し、学識経験者からなる「北海道交
通事故対策検討委員会」や地方公共団体の
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事故は少ないが道路利用
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間をアンケートにより意見
を募集し、個別に内容を
確認し選定
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対策事例

小樽開発建設部管内の77箇所の事故
危険区間のうち、64％(49区間）は交
通事故対策に着手しています。
そのうち16％（12区間）は事故減少

など対策効果が得られたとの理由から、
事故危険区間から「除外」となってい
ます。
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■交通事故の対策状況

ITARDAデータ（H26-29）ITARDAデータ（H26-29）

北海道開発局では、事故データによる区間、デー
タ上では現れないが危険が潜んでいる区間（事故は
少ないが危険を感じる区間）を抽出し、学識経験者
からなる「北海道交通事故対策検討委員会」や地方
公共団体の意見を聴取した上で、事故危険区間の選
定を行っています。
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1 5
蘭越町字大谷
～ニセコ町字西富

単路 事故データ 27 229
神恵内村字神恵内
～共和町字梨野舞納

単路 事故データ 53 337
小樽市銭函3丁目515
～小樽市銭函3丁目515

単路 地域の声

2 5
ニセコ町字元町
～倶知安町字高砂

単路 事故データ 28 229
共和町梨野舞納70
～共和町梨野舞納221

単路 地域の声 54 337
小樽市銭函3丁目517
～小樽市銭函3丁目552

単路 地域の声

3 5 倶知安町南3条西1丁目23-2 道道倶知安ニセコ線交差点 交差点 事故データ 29 229
岩内町字野束1

～岩内町字野束15
単路 地域の声 55 5

黒松内町歌才317番地

～黒松内町豊幌390番地
単路 地域の声

4 5 倶知安町北4条西1丁目12-3 国道276号交差点 交差点 事故データ 30 229 岩内町字敷島内2 町道公園通交差点 交差点 地域の声 56 5 共和町国富753番地1 島付内橋交差点 交差点 ビッグデータ

5 5 共和町国富753
国道276号交差点
 （国富交差点）

交差点 事故データ 31 229 岩内町字野束46 単路 地域の声 57 5
仁木町西町11丁目31番地
～仁木町北町8丁目27-1番地

単路 地域の声

6 5
共和町字国富
～仁木町大江3丁目

単路 事故データ 32 229
蘭越町港町
～黒松内町字北作開

単路 事故データ 58 5
余市町大川町3丁目68
～余市町栄町214

単路 事故データ

7 5 余市町大川町9丁目4
道道登余市停車場線交差点

（346黒川通線交差点）
交差点 地域の声 33 230

留寿都村三豊45

～留寿都村三豊49
単路 地域の声 59 5

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 事故データ

8 5 余市町大川町3丁目68
道道豊丘余市停車場線交差点
（大川交差点）

交差点 事故データ 34 276
岩内町字大浜
～共和町幌似

単路 事故データ 60 229
余市町朝日町26-1番地
～余市町浜中町218-1番地

単路 地域の声

9 5 余市町栄町214 単路 地域の声 35 276 共和町老古美83 第3発美線交差点 交差点 事故データ 61 229
余市町沢町2丁目5番地
～余市町浜中町203番地（富沢町線）

単路 事故データ

10 5 小樽市塩谷2丁目（塩谷ＴＮ内） 単路 地域の声 36 393
小樽市奥沢1丁目
～小樽市天神1丁目

単路 地域の声 62 229 余市町富沢町8丁目14-1 富沢町9丁目線交差点 交差点 ビッグデータ

11 5 小樽市オタモイ1丁目5
オタモイ交差点

（旧道交差点）
交差点 事故データ 37 393

小樽市潮見台3丁目

～赤井川村字都
単路 事故データ 63 229 古平町字浜町69番地1 中央栄町線交差点 交差点 ビッグデータ

12 5 小樽市長橋5丁目1 市道長橋線交差点 交差点 事故データ 38 393 倶知安町北7条東10丁目9 北7条東通交差点 交差点 地域の声 64 229 積丹町字野塚町野塚18-2番地 道道野塚婦美線交差点 交差点 地域の声

13 5 小樽市稲穂5丁目18
道道小樽港稲穂線交差点
（稲北交差点）

交差点 事故データ 39 5
倶知安町北3東1
～共和町字国富

単路 事故データ 65 229
積丹町字来岸町48-1番地
～積丹町字余別町

単路 地域の声

14 5 小樽市稲穂3丁目9 小樽駅前交差点 交差点 事故データ 40 5 余市町黒川町9丁目130 道道然別余市線交差点 交差点 事故データ 66 229
積丹町字神岬町草内
～積丹町字神岬草内

単路 地域の声

15 5 小樽市稲穂2丁目17 道道天神南小樽停車場線交差点 交差点 事故データ 41 5
余市町栄町

～小樽市塩谷2丁目
単路 事故データ 67 229 共和町宮丘1724番地 道道蕨岱古平線交差点 交差点 事故データ

16 5 小樽市花園1丁目7 市役所下交差点 交差点 事故データ 42 5
小樽市塩谷1丁目7
～小樽市塩谷1丁目6

単路 通学路点検 68 229
岩内町栄3-9
～岩内町清住4-3

単路 地域の声

17 5 小樽市花園1丁目12
市道公園通線交差点
（花園十字街）

交差点 事故データ 43 5 小樽市若松2丁目8 勝納川左岸交差点 交差点 事故データ 69 230
留寿都村留寿都44番
～留寿都村三の原119番

単路 事故データ

18 5 小樽市入船1丁目11
市道入船線交差点
（入船十字街）

交差点 事故データ 44 5 小樽市新富町14
市道新富線交差点
（龍徳寺前交差点）

交差点 地域の声 70 230
留寿都村字留寿都34番地
～留寿都村字留寿都17番地

留寿都69-1交差点 交差点 ビッグデータ

19 5 小樽市勝納町15
道道小樽港線交差点

（若竹交差点）
交差点 事故データ 45 5

小樽市船浜町7

～小樽市船浜町7
単路 地域の声 71 276

共和町幌似2083

～共和町国富1514-3
単路 地域の声

20 5 小樽市船浜町3
船浜通交差点
（東小樽交差点）

交差点 地域の声 46 5
小樽市朝里2丁目
～小樽市銭函3丁目

単路 事故データ 72 276 共和町幌似2083番地 道道蕨岱国富停車場線交差点 交差点 ビッグデータ

21 5 小樽市船浜町5 単路 事故データ 47 5 小樽市張碓町410 市道和宇尻中央線交差点 交差点 事故データ 73 276
共和町国富1514-3
～共和町国富859-1

単路 地域の声

22 5 小樽市朝里4丁目4
市道東2線交差点
（柾里交差点）

交差点 事故データ 48 5
小樽市銭函2丁目22
～小樽市銭函2丁目23

単路 通学路点検 74 276 共和町国富3番地 道道蕨岱国富停車場線交差点 交差点 事故データ

23 5
小樽市張碓町143

～小樽市張碓町238
単路 地域の声 49 229

神恵内村神恵内

～神恵内村神恵内
単路 地域の声 75 276

倶知安町北4条東10丁目1-5

～京極町京極440番
単路 事故データ

24 5 小樽市銭函1丁目31
市道歌棄線交差点
（桂岡十字街）

交差点 事故データ 50 230
喜茂別町字川上（中山峠）
～喜茂別町字相川

単路 事故データ 76 393 小樽市奥沢4丁目120-6番地 勝内川左岸線交差点 交差点 地域の声

25 229
余市町梅川町
～古平町大字浜町

単路 事故データ 51 276 共和町前田136 道道学田前田線交差点 交差点 事故データ 77 393 小樽市真栄2丁目85-11番地 道道小樽環状線交差点 交差点 地域の声

26 229
古平町浜町40
～古平町港町10

単路 事故データ 52 276
京極町北岡
～京極町北岡

単路 地域の声
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北海道開発局 小樽開発建設部 道路計画課
〒047-8555 北海道小樽市潮見台1丁目15番5号
TEL 0134-23-5229
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