
危険箇所
地区 場所 状況

1 油田 石丸 石丸401付近 用水に柵がない。

2 油田 石丸 石丸250付近の踏切
狭い道だが、歩道がない。近くで大きな造成工事があり、交通量の増加が予

想される。

3 油田 石丸 トナミ鉄工周辺の道路
ガードレールがなく、急な斜面になっている。雪が降ると、車が滑って落ち

る。

4 油田 石丸 トナミ鉄工と(株)ビー・エス・シーの間の交差点 トラックが道幅すれすれで曲がってくる。

5 油田 木下 木下公民館前道路 見通しが悪く、車のスピードが速く、横断に注意が必要である。

6 油田 栄町 藤井整形近くの十字路 見通しが悪い。

7 油田 三郎丸 あぶらでん認定こども園交差点
見通しが悪い。横が見えにくい。車の交通事故が多い。横断歩道はあるが、

信号がない。

8 油田 三郎丸 JR踏切 歩行に注意が必要。

9 油田 三郎丸 三郎丸202付近交差点
横断歩道・信号がなく、交通量が多い。大型トラックもよく通る。帰宅時

に、右方向からの車が見えにくい。

10 油田 三郎丸 三郎丸329-11前T字路(美しが丘 公園前) 家の陰で見通しが悪い。

11 油田 三郎丸 三郎丸358付近踏切前交差点 家の陰で見通しが悪い。

12 油田 三郎丸 十年明交差点から東側道路 道幅が狭い。T字路にミラーがない。

13 油田 三郎丸 三郎丸202付近交差点 横断歩道･信号がない。

14 油田 三郎丸 三郎丸180付近交差点 横断歩道なく、踏切の幅が狭い。車の通りが多い。

15 油田 三郎丸 三郎丸75-16付近の用水 幅は狭いが、柵がなく、流れが急である。

16 油田 三郎丸 チューエツから西側の道路 柵が足りず、アスファルトが破損している。道幅が狭い場所がある。

17 油田 三郎丸 ヘアーサロン大島(三郎丸231-3）前交差点 車の通りが多い。雪が積もると道が見えない。

18 油田 三郎丸 三郎丸６(花遊仙夢工房）付近道路
カーブで道幅が狭い。見通しが悪い。近くにトンネル状の用水がある。横に

ある用水にガードがない。歩道のアスファルトが崩れている。

19 油田 三郎丸 三郎丸286付近踏切
砺波駅方面からの車が見えにくい。遮断機が5分くらい待たなければならな

い。

20 油田 三郎丸 ⾧谷川製作所前の道路 用水が大きく、車の交通量が多い。

21 油田 三郎丸 油田駅付近 踏切が狭く、交通量が多い。

22 油田 三郎丸 三郎丸34-15付近の倉庫
鉄筋が飛び出ていて危ない。グレーチングがなく、穴になっているところが

ある。

23 油田 三郎丸 大阪屋ショップ周辺の道路 車の交通量が多く、スピードが速い。横断歩道がない。

24 油田 三郎丸 三郎丸352-1付近の交差点 カーブミラーがない。

25 油田 三郎丸 三郎丸131付近の交差点 信号のない交差点。車の事故が多い。

26 油田 三郎丸 三郎丸132付近の道路 用水の水量が多い。

27 油田 三郎丸 チューエツ付近の用水路 大きな川である。坂道であり、見通しが悪い。

28 油田 十年明 十年明交差点 交通量が多い。

29 油田 千代 千代240から335までの道路 信号機がなく、車は止まらない。

30 油田 千代 千代143-1(酒倉勘太郎)付近 祖父川の流れが速く、川幅も広い。

31 油田 千代 千代257付近交差点 信号がなく、車のスピードが速い。国道に近く、脇道の視認性が落ちる。

32 油田 中村 中村46-1付近 横断歩道がなく、車のスピードが速い。

33 油田 中村 根尾歯科医院近くの用水 柵があるため、道幅が狭い。

34 油田 中村 中村46-1前の道路横の川 パイプの柵があるが、水量の多いときにのぞくと危険である。

35 油田 中村 中村58付近交差点 横断歩道がない。

36 油田 堀内 堀内交差点 信号がなく、車の量が多い。

37 油田 堀内 宮村(北)交差点の東側道路(エバグリーン沿い) 歩道と田に１ｍ前後の落差がある。

38 油田 堀内 あおい病院前のT字路 車の交通量が多く、横断しにくい。

39 油田 堀内 あおい病院前の交差点 見通しが悪い。

40 油田 宮丸 宮丸北交差点 信号無視が多発している。

41 油田 宮丸 宮丸150-1付近の道路 歩道の白線が消えている。

42 油田 宮丸 宮丸117付近の道路 側溝の蓋のない箇所がある。

43 油田 栄町･新又 市役所前交差点から踏切までの道路 歩道が狭い。

44 油田～南般若 栄町～千保 市役所から学校までの道路 街灯が少なく、冬季は暗くなる。

45 油田～南般若 千代～東石丸 千代交差点からファミリーマート東石丸店までの道路 大型車両の通行が多い。歩道がなく、道幅が狭い。

46 油田～南般若 宮丸～東石丸 ココスからゴルフガーデンとなみまでの道路 車のスピードが速い。

47 油田～南般若 宮丸・三郎丸･東石丸 宮村(北)交差点からゴルフガーデンとなみへの道路 歩道がなく、道幅が狭いが、大きなトラックが通る。用水に柵がない。

48 庄下～油田 矢木・石丸 舟戸口用水
水量が多い。柵はついているが、すき間がある。歩道の一方にガードレール

がない。チェーンが付いているだけで、簡単に入れる所がある。

49 南般若 秋元 南般若ふれあいセンターの南方向の用水 用水に降りて遊ぶ可能性がある。

50 南般若 秋元 グリーンヒルズ秋元前の道 ガードレールや柵がない。

51 南般若 秋元 秋元296付近の交差点 交通量が多い。

52 南般若 秋元 秋南公民館前の交差点 横断歩道に信号がない。

53 南般若 秋元 秋元642付近の交差点 歩道がなく、横断歩道もない。大きめの川がある。車が多く通る。

54 南般若 秋元 秋元811-16前交差点 見通しが悪い。

55 南般若 秋元 秋元595付近の高速道路下の道路 歩道が狭く、自転車も通る。

56 南般若 秋元 秋元交差点の東側の道路 用水と歩道の高さが高い。

57 南般若 秋元 ファミリーマート砺波秋元店前の交差点 車の通りが多い。

58 南般若 大窪 常福寺(大窪50)付近交差点 横断歩道がない。車のスピードが速い。

59 南般若 大窪 砺波誠友病院 救急車の出入りがある。常に車の出入りがある。用水との段差が大きい。

60 南般若 大窪 上田酒店（大窪101）横の交差点 南がカーブになっていて、見通しが悪い。車のスピードが速い。

61 南般若 千保 アルカスコーポレーション東側道路 カーブが大きく、スピードを出す車が多い。

62 南般若 千保 コインランドリーしん乾洗千保店前 横断時に、見通しが悪く確認しづらい。

63 南般若 千保 アンダーパス
暗い。ガードレールのシートがめくれている。毛虫が多い。車道の水がはね

て、かかる。針金が飛び出ている。車の通る音がうるさい。

64 南般若 千保 千保交差点
交通量が多く、横断時に車が見えにくい。ダンプがよく通る。中学生の自転

車が一緒になる。

65 南般若 千保 千保323から千保328(和鮨）
道幅が狭く、車の通りが多く、スピードが速い。信号がない。用水路がある

が、ガードレールがない。

66 南般若 千保 小学校前の用水 大きく、流れが速い。

67 南般若 千保 アンダーパス南の交差点から千柳団地への道路 車の出入りが多い。坂で、見通しが悪い。
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68 南般若 千保 東部小学校前交差点
車の通りが多い。登校時は、小学生や中学生で混雑する。柵が途中で切れて

いる。

69 南般若 千保 千保352付近 用水に柵がない。

70 南般若 千保 小学校からゴルフガーデンとなみへの道路 ガードレールがない。自転車も通る。

71 南般若 千保 千保332から東方向の道路 歩道がなくなり、横に水路がある。車のスピードが速い。

72 南般若 千保 千保2711付近の用水 川まで高さがあり、水量が多い。流れも速い。

73 南般若 千保 シリウス(千保107-25)前交差点

交通量が多く、横断歩道・信号がない。側溝の蓋が小さく、穴が開いてい

る。110番の家の看板が横になって見づらい。ミラーが曇っている。上り坂と

なっていて、車のスピードが速いまま進入する車がいる。庭木で見通しが悪

い。用水の水量が多い。

74 南般若 千保 千保45付近の道路 信号、歩道がない。

75 南般若 千保 金森メタル(千保156-4)前の道路 降雪時は、路肩の雪の上を歩くか、反対側の歩道へ渡るため危険である。

76 南般若 千保 千保53付近の用水 柵はあるが、流れが速い。

77 南般若 千保 千保320-2付近 青看板の下に用水があり、子供が近付いている。

78 南般若 千保 ヘアーサロンやまもと付近 車が急に出てくることがある。

79 南般若 東石丸 中華料理きらく前交差点 交通量が多い。近くに会社が多く、大型トラックが通る。

80 南般若 東石丸 カナショク前道路 車の出入りがある。

81 南般若 東石丸 東石丸81-7付近 用水に柵がない。

82 南般若 東石丸 エヌビーエス前道路 大型トラックが狭い道を通る。道で待機している。フォークリフトも通る。

83 南般若 東石丸 ファミリーマート東石丸店と前の交差点
車の出入りが多い。交通量が多く、横断が危険である。車の抜け道になって

いる。横断歩道がないのに、横断する人が多い。

84 南般若 東石丸 東石丸17付近の道路 道路標識が地面から傾いている。

85 南般若 東石丸 東石丸18-7付近の交差点 止まれの標識がない。

86 南般若 東石丸 東石丸の家(東石丸30-31）付近の分かれ道 家に囲まれ、車が見えない。

87 南般若 東石丸 東石丸17付近の道路 用水に柵がない。

88 南般若 東石丸 ロッキー（東石丸372-1）から東石丸230の道路 細い道で、人目に付きにくい。

89 南般若 東石丸 T-REX前道路 歩道がない。

90 南般若 東石丸 東石丸神社(東石丸137)前交差点 一旦停止しない車がいる。

91 南般若 東石丸 東石丸230付近の交差点 見通しが悪い。

92 南般若 千保～秋元 南般若ふれあいセンター前の道路 車のスピードが速い。

93 南般若 千保～東石丸 主要地方道坪野・小矢部線(砺波中部広域農道) 柵がなく、周りに何も無い。

94 南般若 東石丸・大窪 ゴルフガーデンとなみと砺波誠友病院の間の交差点 細い道から大きい道に出る車が多い。

95 南般若～庄下 千保・矢木 ふくだ接骨院から矢木(北)交差点までの道路 車道との境の柵がない。

96 南般若～庄下 宮村・千保 宮村(北)交差点から扇までの道路

小さい道路から大きい道路に出る所に車の通りが多い。宮村363-18の交差点

は見通しが悪い。扇前に横断歩道はあるが、信号がないので、車が止まらな

いことがある。

97 庄下 高道 高道(東)交差点 国道359線との交差点で車の通りが激しい。黄信号での車の進入も見られる。

98 庄下 高道 高道 シルバー人材センター付近の交差点 東西方向の車の通りが多い。信号がない。

99 庄下 高道 フラワーロード
桜並木の下に、時期によって毛虫が大量発生し、歩道が歩けない。工事中の

箇所がある。

100 庄下 高道 横山製作所前 道路にトラックが停車していて、見通しが悪い。

101 庄下 高道 高道201-8付近の交差点
信号機がなく、車のスピードが速い。「止まれ」の標識を無視する車がい

る。

102 庄下 坪内 高道(東）交差点 交通量が多い。

103 庄下 坪内 坪内38から坪内76までの道路 歩道がなく、車の速度が速い。

104 庄下 坪内 坪内交差点から高道(東)交差点までの道路 歩道が狭く、反対側に用水路がある。

105 庄下 中村･宮村 中村多目的運動広場から東方向の道路 横断歩道や信号がないため、スピードを出す車が多い。

106 庄下 宮村 宮村交差点
道が狭く、信号待ちのスペースが狭い。横断歩道はあるが、飛び出しの可能

性あり。右左折する車に注意する。朝日で信号が見にくい。

107 庄下 宮村 宮村258付近の交差点 用水あり。信号がない十字路。

108 庄下 宮村 宮村(北）交差点東側道路 大きな用水あり。道路と田の高さが違う。

109 庄下 宮村 宮村(西)から宮村交差点までの道路 道幅が狭く、車の通りが多い。

110 庄下 宮村 宮村(北)交差点
右左折する車に気をつける。信号無視やスピードを出す車がいる。歩行者用

信号がない。

111 庄下 宮村 宮村(西)から宮村(北)の道路 歩道が狭く、ガードレールがない。車の通りが多い。

112 庄下 宮村 宮村交差点から宮村(北)交差点の中間点 宮村270 緩いカーブだが、ブロック塀で見通しが悪い。

113 庄下 宮村 宮村(北)交差点の東側道路(エバグリーン沿い)のT字路 用水があり、仮設柵を設置してある。

114 庄下 矢木 庄西中学校の北側 溝にはまりやすい。街灯がなく、夕方以降は暗い。

115 庄下 矢木 庄西中学校前交差点南のクボタクリーン(精米所) 用水があり、柵はあるが、子供は入れそう。

116 庄下 矢木 庄西中学校西側道路 中学校からの車、自転車の出入りが分かりにくい。

117 庄下 矢木 庄西中学校プール横交差点 プールの壁面で、東から来る車が見にくい。

118 庄下 矢木 庄西中学校西側道路から北の道路 通学時間に車がいる。

119 庄下 矢木 矢木(北)交差点
交通量が多い。横断歩道はあるが、道幅が広く、渡りきれないかもしれな

い。

120 庄下 矢木 庄西中学校前交差点 車の通りが多い。

121 庄下 矢木 矢木(東)交差点の北側の道路 歩道がなく、団地からの車の出入りがある。

122 柳瀬 新町 花みず木団地から千柳団地に向かう間の交差点 一時停止の標識があるが、守らない車がいる。自転車の通りが多い。

123 柳瀬 新町 千柳団地の中

道路に段差がある。見通しが悪い。グレーチングが雪で滑る。用水に蓋がな

い。自転車の飛び出しが多い。バイクや車も通る。バス停の近くの用水に柵

がない。

124 柳瀬 新町 千柳団地の第3公園前、第1公園横 用水の柵の間にすき間がある。

125 柳瀬 新町 花みず木団地の中 道幅が狭く、歩道の白線がない。

126 柳瀬 西町 比め神社前の道路 ミラーはあるが、見通しが悪い。

127 柳瀬 西町 氷見屋の東側の用水 幅のある用水だが、ガードレールがない。

128 柳瀬 西町 氷見屋の前の交差点 車の曲がり方によっては、危険である。

129 柳瀬 東町 柳瀬76前の道路 カーブになっていて見通しが悪い。車のスピードが速い。

130 柳瀬 柳瀬(新町～西町) 花の郷団地から氷見屋までの道路 ガードレールはあるが、用水があり危険である。


