
事故危険区間リスト（岐阜県ブロック）　　226区間

路線名 対象区間
交差点
/単路

交差点名

国道19号 多治見市富士見町５丁目（内津トンネル付近） 単路 －
国道19号 多治見市池田町5丁目 交差点 池田町交差点
国道19号 多治見市太平町３丁目 交差点 太平町交差点
国道19号 多治見市音羽町５丁目 交差点 音羽町交差点

国道19号
多治見市白山町５丁目～十九田町２丁目
（白山町交差点～十九田交差点）

交差点 十九田交差点

国道19号 多治見市上野町（上野町～弁天町交差点） 交差点 上野交差点
国道19号 土岐市土岐津町土岐口付近 単路 －
国道19号 多治見市東町１丁目（東町交差点～東町１交差点） 交差点 東町１交差点
国道19号 土岐市土岐津町土岐口付近 単路 －
国道19号 土岐市土岐津町土岐口付近 単路 －
国道19号 土岐市泉町久尻 土岐大橋付近 単路 －
国道19号 土岐市泉寺田町２丁目 交差点 大富交差点
国道19号 瑞浪市薬師町２丁目 交差点 薬師交差点
国道19号 瑞浪市一色町６丁目 交差点 一色交差点
国道19号 瑞浪市上平町４丁目 交差点 上平交差点
国道19号 瑞浪市土岐町 単路 －
国道19号 瑞浪市土岐町 交差点 桜堂南交差点
国道19号 瑞浪市鶴城 交差点 鶴城交差点
国道19号 瑞浪市土岐町 交差点 半原口交差点
国道19号 瑞浪市釜戸町付近 単路 －
国道19号 瑞浪市釜戸町付近 単路 －
国道19号 恵那市武並町竹折 交差点 信号なし交差点
国道19号 恵那市長島町中野（槙ヶ根交差点付近） 単路 －
国道19号 恵那市長島町正家２丁目 交差点 正家交差点
国道19号 中津川市千旦林（中津川インター口）付近 単路 －
国道19号 中津川市中津川 交差点 中村交差点
国道19号 中津川市山口付近 単路 －
国道19号 恵那市長島町永田 交差点 信号なし交差点
国道21号 土岐市泉東窯町２丁目 交差点 泉東窯町交差点
国道21号 可児郡御嵩町御嵩～可児市中恵土付近 交差点 上恵土交差点
国道21号 可児市中恵土 交差点 中恵土交差点
国道21号 可児市今渡 交差点 信号なし交差点
国道21号 可児市今渡 交差点 住吉南交差点
国道21号 美濃加茂市御門町２丁目付近 単路 －
国道21号 美濃加茂市御門町２丁目 交差点 新太田橋交差点
国道21号 美濃加茂市御門町１丁目 交差点 御門町交差点
国道21号 美濃加茂市太田町3258番地の1 交差点 太田本町4交差点
国道21号 加茂郡坂祝町酒倉付近 単路 －
国道21号 加茂郡坂祝町勝山 交差点 勝山西交差点
国道21号 各務原市鵜沼東町5丁目 交差点 鵜沼東町交差点
国道21号 各務原市鵜沼羽場町３丁目 交差点 鵜沼羽場町交差点
国道21号 各務原市鵜沼各務原町５丁目 交差点 おがせ町交差点
国道21号 各務原市鵜沼各務原町５丁目 交差点 山の前町交差点
国道21号 各務原市鵜沼各務原町１丁目付近 単路 －
国道21号 各務原市鵜沼各務原町１丁目 交差点 各務原町１交差点
国道21号 各務原市鵜沼三ツ池町３丁目 交差点 信号なし交差点
国道21号 各務原市鵜沼三ツ池町２丁目 交差点 三ツ池町交差点
国道21号 各務原市鵜沼川崎町３丁目付近 単路 －
国道21号 各務原市那加大東町 交差点 那加大東町交差点
国道21号 各務原市三井町２丁目 交差点 金属団地前交差点
国道21号 各務原市那加緑町４丁目 交差点 那加緑町４交差点
国道21号 羽島郡岐南町上印食８丁目 交差点 信号なし交差点
国道21号 羽島郡岐南町八剣７丁目 交差点 岐南インター交差点
国道21号 羽島郡岐南町平成（八剣交差点～徳田交差点） 分合流部 －
国道21号 岐阜市東川手２丁目 交差点 信号なし交差点
国道21号 岐阜市茜部本郷３丁目 交差点 茜部本郷交差点
国道21号 岐阜市茜部中島３丁目 交差点 茜部中島３交差点
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国道21号 岐阜市茜部中島３丁目 交差点 茜部中島交差点
国道21号 岐阜市六条江東２丁目 交差点 六条江東２交差点
国道21号 岐阜市六条南３丁目 交差点 六条交差点
国道21号 岐阜市宇佐３丁目 交差点 宇佐交差点
国道21号 岐阜市薮田東１丁目 交差点 薮田交差点
国道21号 岐阜市薮田東１丁目 交差点 交差点名なし
国道21号 岐阜市薮田東２丁目 交差点 岐阜県庁前交差点
国道21号 岐阜市薮田中１丁目 交差点 下薮田交差点
国道21号 岐阜市薮田南５丁目 交差点 薮田南５交差点
国道21号 岐阜市薮田中2丁目13番9号 交差点 下奈良2交差点
国道21号 瑞穂市穂積 交差点 上穂積交差点
国道21号 瑞穂市穂積 交差点 穂積中原交差点
国道21号 瑞穂市稲里 交差点 稲里交差点
国道21号 瑞穂市野田新田 交差点 野田新田交差点
国道21号 瑞穂市牛牧 交差点 下牛牧交差点
国道21号 瑞穂市横屋 交差点 横屋交差点
国道21号 大垣市和合新町２丁目 交差点 和合新町交差点
国道21号 大垣市和合本町２丁目 交差点 信号なし交差点
国道21号 大垣市貝曽根町 交差点 貝曽根町交差点
国道21号 大垣市楽田町1丁目 交差点 楽田交差点
国道21号 大垣市中川町3丁目 交差点 中川交差点
国道21号 大垣市八島町付近 単路 －
国道21号 大垣市八島町 交差点 八島町交差点
国道21号 大垣市河間町１丁目 交差点 河間交差点
国道21号 大垣市福田町 交差点 福田交差点
国道21号 大垣市福田町 交差点 熊野交差点
国道21号 大垣市荒尾町 交差点 荒尾町交差点
国道21号 不破郡垂井町綾戸 交差点 綾戸口交差点
国道21号 不破郡垂井町綾戸 交差点 綾戸交差点
国道21号 不破郡垂井町表佐 交差点 信号なし交差点
国道21号 不破郡垂井町宮代 交差点 垂井駅南交差点
国道21号 不破郡垂井町 交差点 御所野交差点
国道21号 不破郡関ケ原町野上付近 単路 －
国道21号 不破郡関ケ原町関ケ原 交差点 一ツ軒交差点
国道21号 不破郡関ケ原町関ケ原 交差点 関ヶ原西町交差点
国道21号 可児郡御嵩町古屋敷 交差点 古屋敷交差点
国道21号 可児市柿田 交差点 可児御嵩Ｉ.Ｃ交差点
国道21号 可児市柿田 交差点 柿田交差点
国道21号 可児市瀬田 交差点 瀬田交差点
国道21号 可児郡御嵩町伏見 交差点 交差点名なし
国道21号 可児郡御嵩町上恵土 交差点 信号なし交差点
国道21号 不破郡関ケ原町大高 交差点 大高交差点
国道22号 羽島郡笠松町円城寺（新木曽川橋 分合流部） 分合流部 －
国道22号 羽島郡岐南町伏屋６丁目 交差点 伏屋交差点
国道22号 羽島郡岐南町伏屋２丁目付近 単路 －
国道41号 可児市菅刈 交差点 菅刈交差点
国道41号 可児市土田 交差点 中濃大橋南交差点
国道41号 美濃加茂市御門町２丁目付近 単路 －
国道41号 美濃加茂市森山町３丁目付近 単路 －
国道41号 加茂郡川辺町上川辺付近 単路 －
国道41号 加茂郡川辺町下麻生 交差点 信号なし交差点
国道41号 加茂郡七宗町中麻生付近 単路 －
国道41号 加茂郡七宗町中麻生付近 単路 －
国道41号 加茂郡七宗町川並付近 単路 －
国道41号 加茂郡白川町河岐 交差点 白川口交差点
国道41号 加茂郡白川町河岐 交差点 信号なし交差点
国道41号 加茂郡白川町坂ノ東付近 単路 －
国道41号 加茂郡白川町坂ノ東付近 単路 －
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国道41号 加茂郡白川町坂ノ東付近 単路 －
国道41号 下呂市金山町金山（井尻交差点） 単路 －
国道41号 下呂市金山町金山付近 単路 －
国道41号 下呂市保井戸付近 単路 －
国道41号 下呂市門原付近 単路 －
国道41号 下呂市門原付近 単路 －
国道41号 下呂市三原付近 単路 －
国道41号 下呂市三原字イカダバ 交差点 三原交差点
国道41号 下呂市小川 交差点 帯雲橋交差点
国道41号 下呂市萩原町中呂付近 単路 －
国道41号 高山市久々野町渚付近 単路 －
国道41号 高山市久々野町引下付近 単路 －
国道41号 高山市一之宮町付近 単路 －
国道41号 高山市西之一色町３丁目 交差点 西之一色町南交差点
国道41号 高山市上岡本町７丁目 交差点 総合庁舎口交差点
国道41号 高山市下岡本町 交差点 下岡本町交差点
国道41号 高山市国府町上広瀬 交差点 三ツ岩交差点
国道41号 飛騨市古川町野口付近 交差点 信号なし交差点
国道41号 飛騨市古川町戸市付近 単路 －
国道41号 飛騨市古川町数河付近 単路 －
国道41号 飛騨市古川町数河 交差点 信号なし交差点
国道41号 飛騨市神岡町西 交差点 信号なし交差点
国道41号 飛騨市神岡町船津 交差点 信号なし交差点
国道41号 飛騨市神岡町二ツ屋付近 単路 －
国道41号 飛騨市神岡町東漆山付近 単路 －
国道41号 飛騨市神岡町東漆山付近 単路 －
国道41号 飛騨市神岡町牧 単路 －
国道41号 飛騨市神岡町茂住付近 単路 －
国道41号 飛騨市神岡町西茂住付近 単路 －
国道41号 美濃加茂市太田町（太田町～山手交差点間） 単路 －
国道41号 美濃加茂市山手町２丁目 交差点 山手交差点
国道156号 羽島郡岐南町八剣７丁目付近 単路 －
国道156号 羽島郡岐南町上印食７丁目 交差点 上印食交差点
国道156号 岐阜市細畑華南 交差点 細畑華南交差点
国道156号 岐阜市入舟町５丁目 交差点 入舟町５交差点
国道156号 岐阜市雪見町２丁目付近 単路 －
国道156号 岐阜市日野南１丁目 交差点 交差点名なし
国道156号 岐阜市日野南３丁目 交差点 日野南３交差点
国道156号 岐阜市日野南５丁目 交差点 日野南５交差点
国道156号 岐阜市岩田西1丁目 交差点 岩田駅前交差点
国道156号 岐阜市岩田西１丁目 交差点 岩田交差点
国道156号 岐阜市岩田西３丁目付近 単路 －
国道156号 岐阜市芥見５丁目 交差点 芥見５交差点
国道156号 岐阜市芥見1丁目 交差点 芥見1交差点
国道156号 岐阜市芥見長山２丁目 交差点 芥見長山交差点
国道156号 岐阜市芥見大船２丁目 交差点 芥見大船交差点
国道156号 岐阜市芥見東山付近 単路 －
国道156号 関市上白金 交差点 小屋名南交差点
国道156号 関市小屋名付近 単路 －
国道156号 関市小屋名 交差点 小屋名交差点
国道156号 関市小屋名 交差点 信号なし交差点
国道156号 関市小瀬 交差点 小瀬６番町交差点
国道156号 関市小瀬 交差点 小瀬熊ノ前交差点
国道156号 関市下有知 交差点 下有知椙ヶ洞交差点
国道156号 関市下有知 交差点 下有知追分交差点
国道156号 美濃市松森 交差点 下松森交差点
国道156号 美濃市松森 交差点 松森交差点
国道156号 美濃市泉町付近 単路 －
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国道156号 美濃市曽代 交差点 曽代交差点
国道156号 美濃市須原付近 単路 －
国道156号 郡上市美並町上田付近 単路 －
国道156号 郡上市美並町上田付近 単路 －
国道156号 郡上市美並町上田付近 単路 －
国道156号 郡上市美並町白山付近 単路 －
国道156号 郡上市美並町白山付近 単路 －
国道156号 郡上市美並町三戸（三日市トンネル）付近 単路 －
国道156号 郡上市美並町三戸付近 単路 －
国道156号 郡上市八幡町吉野付近 単路 －
国道156号 郡上市八幡町吉野付近 単路 －
国道156号 郡上市八幡町大正町付近 単路 －
国道156号 郡上市八幡町五町２丁目 交差点 五町交差点
国道156号 郡上市八幡町五町４丁目付近 単路 －
国道156号 郡上市八幡町瀬取付近 単路 －
国道156号 郡上市大和町徳永付近 交差点 徳永交差点
国道156号 郡上市白鳥町中津屋付近 単路 －
国道156号 郡上市白鳥町為真付近 単路 －
国道156号 郡上市白鳥町向小駄良 交差点 向小駄良南交差点
国道258号 大垣市林町７丁目 交差点 林町７交差点
国道258号 大垣市伝馬町 交差点 伝馬町交差点
国道258号 大垣市旭町１丁目 交差点 旭町交差点
国道258号 大垣市南頬町４丁目 交差点 禾森交差点
国道258号 大垣市禾森町３丁目 交差点 禾森町３交差点
国道258号 大垣市新田町３丁目 交差点 新田町３交差点
国道258号 大垣市築捨町３丁目 交差点 築捨町３交差点
国道258号 大垣市築捨町５丁目 交差点 築捨町５交差点
国道258号 大垣市島里2丁目 交差点 外渕交差点
国道258号 大垣市内原（大垣インター入口）付近 交差点 大垣インター入口
国道258号 大垣市浅草１丁目付近 単路 －
国道258号 大垣市浅草４丁目 交差点 浅草４交差点
国道258号 大垣市横曽根４丁目 交差点 横曽根４交差点
国道258号 養老郡養老町船附 交差点 船附交差点
国道258号 養老郡養老町船附 交差点 船附村前東交差点
国道258号 養老郡養老町船附 交差点 船附南交差点
国道258号 養老郡養老町根古地 交差点 根古地交差点
国道258号 養老郡養老町瑞穂 交差点 瑞穂交差点
国道258号 海津市南濃町駒野 交差点 駒野交差点
国道258号 海津市南濃町羽沢～南濃町上野河戸付近 単路 －
国道258号 海津市南濃町山崎～南濃町安江付近 単路 －
国道258号 海津市南濃町太田～吉田付近 単路 －

※1 国道19号 中津川市落合 単路 －
※1 国道19号 中津川市落合(嫁射沢ﾊﾞｽ停付近) 単路 －
※1 国道19号 中津川市山口(吾妻屋前ﾊﾞｽ停付近) 単路 －
※1 国道19号 中津川市山口(山口総合事務所下ﾊﾞｽ停付近) 単路 －
※1 国道19号 中津川市山口 単路 －
※1 国道19号 中津川市山口 単路 －
※1 国道19号 弥栄橋交差点 交差点 弥栄橋交差点
※1 国道21号 各務原市鵜沼陰平山付近 単路 －
※1 国道21号 各務原市鵜沼宝積寺３丁目付近 単路 －
※2 国道19号 多治見市小田町 交差点 上山町交差点
※2 国道19号 土岐市泉町河合 交差点 河合交差点
※2 国道19号 恵那市武並町竹折 交差点 向流交差点

※1 平成23年度に事故危険区間に追加になった箇所
※2 平成24年度に事故危険区間に追加になった箇所


