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１．本日ご審議いただいきたい内容１．本日ご審議いただいきたい内容

交通基礎データの共有・意見交換 等

ソフト・ハードも含めた対策の検討

検討結果のとりまとめ

第２回の渋滞協（８／9）

第１回の渋滞協（６／２9）

主要渋滞箇所抽出の考え方（案）
パブリックコメント実施方針（案）の確認

第３回の渋滞協（11/12）

【本日の審議内容】
①パブリックコメントの

結果について

②主要渋滞箇所（案）の

特定について

本日の渋滞協（1２/25）

パブリックコメント等を含めた地域の
主要渋滞箇所の特定

主要渋滞箇所（案）の決定
パブリックコメント実施方針の決定



２．前回のおさらい２．前回のおさらい

3

■前回協議会までの主な確認事項

・３つの観点から、地域の実情に応じた主要渋滞箇所(案)(77箇所)を抽出
・パブコメ等を通じ、広く道路利用者の意見を収集する

区 間 評 価

速度低下による影響度合い
が大きい区間

【評価項目】
①慢性的な渋滞が発生している
区間
②朝夕ラッシュ時に著しい渋滞
が発生している区間
③休日に著しい渋滞が発生して
いる区間

観点②
休日・観光期の渋滞・速度低下

観点③
冬期の渋滞・速度低下

【今回追加】

観点①
継続的な渋滞（通常期）

主要渋滞箇所 ４３区間（ ６８箇所）＋ ９箇所

４３
区間

地域の実情に応じた渋滞箇所

渋滞多発箇所 特定日に起こる渋滞

●慢性的な交通渋滞が発生
・７時～１９時の間で慢性的に

渋滞（走行速度が20km/h 
以下）が発生

●朝夕ラッシュ時に著しい渋滞
が発生

・朝（７時～９時）、夕（１７
時～１９時）に著しい渋滞

（走行速度が20km/h以下）が
発生

●休日に著しい渋滞が発生

・観光や大型商業施設への買物
等により、休日において渋滞
（ 20km/h以下）が発生

●冬期シーズンに速度
低下が発生

・冬期（１２月～２月）
において著しい速度低下
（20km/h以下）が発生

２７箇所３１箇所 １９箇所



３．パブリックコメントの実施結果について３．パブリックコメントの実施結果について
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■パブコメ実施対象者と回答者数

WEBアンケート 紙アンケート

計122名

全体で 267名から回答

①市町村 ②プロドライバー ③県内主要企業 ④危機管理

30市町村から

回答

（38名）

バス事業者
（15社16事業所）

タクシー会社
（38社41事業所）
トラック運送業者
（5社12事業所）

合計69名から回答

3企業
3名（代表者）

から回答

県内
消防署・分署

12署の代表者か
ら回答

一般道路利用者

145名から回答

11/14（水）
～11/27（火）実施

11/14（水） ～11/27（火）実施 総配布枚数362枚



３．パブリックコメントの実施結果について３．パブリックコメントの実施結果について
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■パブコメ実施対象者と回答者数

◆回答者の傾向

WEBアンケート

・男女別 ： 男性が８割

・年代別 ： 30代、40代、50代で約9割

・居住地別： 青森市で約５割、八戸市で約２割

・運転頻度： 週5回以上が約７割

◆主要渋滞箇所（案）（７７箇所）について

概ね選定されている

全 体

◆指摘箇所数について

１５９箇所の追加指摘

選定されていない箇所がある約半数ずつ
５ ： ５



４．パブコメ意見の取り扱いについて４．パブコメ意見の取り扱いについて （一般道路）（一般道路） ((案案))
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抽出に見合うか検証パブコメ指摘区間

１票 ２票

・新たに指摘された交差点について、指標により検証

パブコメ等での指摘箇所（新たに指摘のある交差点・区間※全てを対象）
※区間の指摘については区間内の交差点を抽出

主要渋滞箇所に追加

抽出の考え方

指摘区間の検証イメージ

追加指摘箇所の渋滞が最新データや道路管理者において確認された箇所を主要渋滞箇所に位置付け

※次年度以降も継続的な検討、今回選定されなかった箇所も含め現地状況のフォローを進めます。



５．主要渋滞箇所の抽出結果について５．主要渋滞箇所の抽出結果について （一般道路）（一般道路） ((案案))
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指標による検証

主要渋滞箇所（案）
（パブリックコメント実施時）

追加意見

観点③
冬期の渋滞・

速度低下

観点①
継続的な渋滞
（通常期）

観点②
休日・観光期の
渋滞・速度低下

４３
区間

７７箇所

区間評価

82箇所

速度低下による影響度合い
が大きい区間の抽出

159箇所
（交差点指摘＋区間を主な交差点に変換）

４３
区間

※次年度以降も継続的な検討、今回選定されなかっ
た箇所も含め現地状況のフォローを進めます。

主要渋滞箇所に追加

追加指摘箇所の渋滞が最新データや道路管理者等に
おいて認された箇所を主要渋滞箇所に位置づけ

主要渋滞箇所 ４３区間（ 86箇所）＋ 73箇所

６８箇所 ９箇所 18箇所 64箇所

→ 合計 159箇所



６．主要渋滞箇所の整理について６．主要渋滞箇所の整理について （一般道路）（一般道路）
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混雑区間が面的に広がっている箇所を
エリアとして分類
＞例：2エリア＝7区間（12箇所）＋単独2箇所

最終アウトプットは、エリア・区間・箇所の3つのレベルで整理

交差点が連担しており、速度低下区間が連
続している箇所等、渋滞による影響が一連
で説明可能な箇所を区間として整理
＞例：2区間（3箇所）

●整理イメージ（例）
エリア

区間

抽出基準を満たす交差点を箇所として整理
＞例：単独2箇所（エリア、区間に含まれない）

箇所

○○駅

市役所

県 庁

エリア１

エリア２

○○駅

市役所

県 庁

エリア１

エリア２

2エリア
（7区間（12箇所））

＋2箇所

2区間
（3箇所）

2箇所

→合計19箇所



６．主要渋滞箇所の整理について６．主要渋滞箇所の整理について （一般道路）（一般道路） ((案案))
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■最終結果
２８区間
４８箇所

主要渋滞箇所 ４３区間（ 86箇所）＋ 73箇所

１７区間
（35箇所）

３８箇所

６０区間

（１２１箇所）
３８箇所

エリア整理

３１箇所３２区間（７３箇所）
+７箇所

３エリア

集計

（主要渋滞箇所位置図は参考資料ｰ１を参照）



６．主要渋滞箇所の整理について６．主要渋滞箇所の整理について （一般道路）（一般道路） ((案案))
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エリア名 区間名 主要交差点名（事務局素案箇所のみ記載）

造道交差点

栄町交差点

堤交差点

1 国道NTT交差点

2 国道柳町交差点

3 西滝中央交差点

4 古川交差点

5 国道旭町通交差点

6 安田陸橋西側交差点

7 県立図書館前交差点

8 青森中央ＩＣ接続部

9 八ツ役交差点

筒井字八ッ橋交差点

駒込交差点

古館交差点

駒込桐ノ沢交差点

1 国道NTT交差点

9 八ツ役交差点

11 ファミリーマート青森駅前店付近交差点

12 アウガ付近交差点

13 新町1丁目交差点

14 安方2丁目交差点

2 国道柳町交差点

6
（主）青森港線
青森港～安方２丁目交差点

14 安方2丁目交差点

4 古川交差点

15 古川3丁目交差点

16 古川踏切

17 第一大野踏切

18 久須志交差点

19 浪岡通り浪館交差点

7 県立図書館前交差点

20 東大野2丁目交差点

21 青葉1丁目交差点

2 国道柳町交差点

5 国道旭町通交差点

13 新町1丁目交差点

堤交差点

松原3丁目交差点

浦町東交差点

栄町交差点

花園2丁目交差点

松森１・佃１交差点

松森郵便局前交差点

古館地域市民館前交差点

駒込交差点

- - 26 青森市石江交差点

- - 28 メガ石江店付近交差点

- - イトーヨーカドー前交差点

- - 青葉２丁目交差点

- - 南佃生協前交差点

9

追加1
（主）青森浪岡線
国道4号～JR踏み切り南

追加2

青森市街地

（県）荒川青森停車場線
荒川交差点～国道柳町交差点

7
（主）青森環状野内線
古川交差点～浪岡通り波館交差点

一般国道７号バイパス
安田西交差点～駒込桐ノ沢交差点

3

8
（県）荒川青森停車場線
県立図書館前交差点～国道柳町交差点

1

5

一般国道４号
造道交差点～県庁前交差点

一般国道４号
青森西郵便局東交差点～県庁前交差点

一般国道103号
国道NTT交差点～八ツ役交差点

（主）青森停車場線
青森駅前～国道柳町交差点

2

4

青森市道
栄町交差点～駒込交差点

青森市内の主要渋滞箇所の集約結果（例）
エリア集約

区間集約

箇所単独

区間名 主要交差点名（事務局素案箇所のみ記載）

9 八ツ役交差点

10 妙見交差点

10
（主）青森浪岡線
荒川柴田交差点～荒川字松尾交差点

22 荒川柴田交差点

23 津軽新城駅交差点

24 新城坂踏切

岡町変電所前交差点

野木和公園入口交差点

29 バイパス杉沢交差点

30 大釈迦西交差点

31 沢田交差点

32 鶴ヶ坂交差点

浪岡ＩＣ入口交差点

13
（主）青森浪岡線
浪岡福田交差点～バイパス杉沢交差点

29 バイパス杉沢交差点

14
（主）大鰐浪岡線
浪岡郵便局前交差点～浪岡字浪岡交差点

33 浪岡郵便局前交差点

11
（県）荒川青森停車場線
津軽新城駅交差点～新城坂踏切

追加4
国道283号
岡町変電所前交差点～野木和公園入口交差
点

12
一般国道７号
バイパス杉沢交差点～鶴ヶ坂交差点

一般国道103号
八ツ役交差点～妙見交差点

追加3

主要交差点名（事務局素案箇所のみ記載）

25 西バイパス環状線入口交差点

27 幸畑交差点

土筆山交差点

十三森交差点

浪岡墓園西口交差点

1エリア
（11区間（33箇所））

＋5箇所

7区間
（12箇所）

5箇所

青森市のまとめ

（県全体は参考資料－１を参照）



７．パブリックコメントの実施結果の概要７．パブリックコメントの実施結果の概要 （高速道路）（高速道路）
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■主要渋滞箇所(案)に対する意見数上位 ■追加意見の多かった区間上位

東
北
全
体

青
森
県
内

■意見の内訳

○「特に渋滞していると感じている区間」について、主要渋滞箇所（案）から最大3箇所、追加意見として、
その他から最大3箇所を回答していただいたところ、総数の約8割強が主要渋滞箇所（案）から指摘。

→概ねデータに基づき選定した区間が道路利用者の実感と整合。

○主要渋滞箇所(案)に対する意見数は東北道 福島松川ＰＡ(Ｓ)-福島西ＩＣ間への意見数が最も多い。

○追加意見では、東北道 仙台宮城ＩＣ前後の区間が多い。

追加意見数
219件(18％)

主要渋滞箇所(案)に対する
意見数 967件(82％)

（総数 1,186件）

※ ＩＣ間を1件として集計

福島県 東北道 福島松川ＰＡ(Ｓ)-福島西ＩＣ

宮城県 常磐道　仙台港北ＩＣ-利府ＪＣＴ

宮城県 仙台南部道路　今泉ＩＣ-長町ＩＣ

区間

宮城県 東北道　仙台宮城ＩＣ-泉ＰＡ(Ｓ)

宮城県 東北道　泉ＰＡ(Ａ)スマート-泉ＩＣ

宮城県 東北道　村田ＪＣＴ-仙台南ＩＣ

区間

青森県
岩手県

八戸道　軽米ＩＣ-南部ＩＣ

青森県 東北道　碇ヶ関ＩＣ-大鰐弘前ＩＣ

青森県 八戸道　南郷ＩＣ-八戸ＪＣＴ

青森県 八戸道　八戸JCT-八戸ＩＣ

区間

該当なし



８．パブリックコメント意見の取り扱い及び抽出結果について８．パブリックコメント意見の取り扱い及び抽出結果について （高速道路）（高速道路） ((案案))
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■追加意見箇所の渋滞が最新データで確認された箇所を主要渋滞箇所に位置付け

事務局（案）

０区間

追加意見

４区間

0区間

主要渋滞箇所 ０区間

主要渋滞箇所（案） （ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施時） 青森県関係のみ

渋滞が確認された箇所

※次年度以降も継続的な検討、今回選定されなかった箇所も含め現地状況のフォローを進めます。



９．主要渋滞箇所のとりまとめ（案）９．主要渋滞箇所のとりまとめ（案）

13

■パブコメ追加意見を踏まえた最終の主要渋滞箇所数は次のとおりとなる。

一般道路

◆エリア集約： ３エリア〔３２区間（７３箇所）〕＋７箇所

◆区間集約： ２８区間（４８箇所）

◆箇所単独： ３１箇所

高速道路

◆ ０区間

※詳細は参考資料－１を参照
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１０．今後のスケジュール１０．今後のスケジュール

交通基礎データの共有・意見交換 等

パブリックコメント等を踏まえた
地域の渋滞箇所の特定

ソフト・ハードも含めた対策の検討

検討結果のとりまとめ

主要渋滞箇所抽出の考え方（案）
パブリックコメント実施方針（案）の確認

第１回協議会第１回協議会
（（H24.6.29H24.6.29））

第２回協議会第２回協議会
（（H24.8.9H24.8.9））

第３回協議会第３回協議会
（（H24.11.12H24.11.12））

第４回協議会第４回協議会
（（H24.1H24.1２２..２５）２５）

今回今回

主要渋滞箇所（案）の決定
パブリックコメント実施方針の決定



青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案）青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案） （１／４）（１／４）

３エリア
（32区間（73箇所））

＋7箇所

28区間
（48箇所）

31箇所

合計１５９箇所

主要渋滞箇所 （パブコメ提示箇所）

〃 （追加意見箇所）

区間集約

エリア集約

十和田湖周辺

五所川原市・つがる市周辺

青森市浪岡周辺

むつ市周辺

青森市周辺

十和田市・
七戸十和田駅周辺

十和田湖周辺

青森市浪岡周辺

五所川原市・
つがる市周辺

八戸市・
おいらせ町周辺

東北町周辺

弘前市周辺

東北町周辺

参考資料１



青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案）青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案） （２／４）（２／４）

主要渋滞箇所 （パブコメ提示箇所）

〃 （追加意見箇所）

区間集約

エリア集約

青森市周辺



青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案）青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案） （３／４）（３／４）

主要渋滞箇所 （パブコメ提示箇所）

〃 （追加意見箇所）

区間集約

エリア集約

弘前市周辺

十和田市・七戸十和田駅周辺

むつ市周辺



青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案）青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案） （４／４）（４／４）

主要渋滞箇所 （パブコメ提示箇所）

〃 （追加意見箇所）

区間集約

エリア集約

八戸市・おいらせ町周辺



青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案）青森県における主要渋滞箇所の特定結果（案） （主要渋滞箇所リスト）（主要渋滞箇所リスト）
青森市 弘前市 八戸市 五所川原市

エリア名 区間名 主要交差点名 エリア名 区間名 主要交差点名 エリア名 区間名 主要交差点名 区間名 主要交差点名

235 造道交差点 257 大清水３丁目交差点 47 四本松交差点 36
一般国道３３９号
田町東交差点～布屋町交差点

61 田町東交差点

234 栄町交差点 39 松森町交差点 48 塩入交差点 62 下り枝交差点

504 堤交差点 40 弘前市大町交差点 236 類家１丁目交差点 61 田町東交差点

1 国道NTT交差点 41 土手町中央交差点 49 城下1丁目交差点 611 沖飯詰交差点

2 国道柳町交差点 42 土手町北交差点 50 石堂交差点 612 金木町中柏木交差点

3 西滝中央交差点 380 桝形交差点 51 下長交差点 箇所単独 主要交差点名

4 古川交差点 43 富田3丁目南交差点 266 田面木交差点 231 広田団地前交差点

5 国道旭町通交差点 571 松尾神社前交差点 207 馬場頭交差点 230 姥萢交差点

6 安田陸橋西側交差点 42 土手町北交差点 206 熊野堂交差点 229 五所川原工業高校前交差点

7 県立図書館前交差点 44 代官町交差点 52 内舟渡交差点 377 五所川原警察署前交差点

8 青森中央ＩＣ接続部 42 土手町北交差点 51 下長交差点 つがる市
9 八ツ役交差点 567 親方町交差点 53 平中交差点 箇所単独 主要交差点名

288 筒井字八ッ橋交差点 45 岩木橋交差点 54 三日町交差点 63 イオンつがる柏前交差点

510 駒込交差点 44 代官町交差点 54 三日町交差点 378 志野田交差点

210 古館交差点 46 亀甲町交差点 55 本八戸駅南口交差点 64 森田交差点

213 駒込桐ノ沢交差点 325 富士見橋南交差点 52 内舟渡交差点 黒石市

1 国道NTT交差点 24
（県）弘前停車場線
弘前駅前～代官町交差点

44 代官町交差点 50 石堂交差点 区間名 主要交差点名

9 八ツ役交差点 25
（県）弘前平賀線
石岡歯科医院前交差点～富田３丁目交差点

43 富田3丁目南交差点 33
（県）差波新井田線
新井田重地交差点～塩入交差点

48 塩入交差点 577 中川篠村交差点

11 ファミリーマート青森駅前店付近交差点 566 弘前市上下水道部前交差点 57 沼館交差点 578 山形町交差点

12 アウガ付近交差点 565 茜通り交差点 58 沼館ピアドゥ・アクロスプラザ付近交差点 579 野添町交差点

13 新町1丁目交差点 575 旭ケ丘 １丁目交差点 59 江陽ラピアファンタジードーム側付近交差点

14 安方2丁目交差点 573 桔梗野１丁目交差点 60 江陽ラピアバスセンター側付近交差点 むつ市
2 国道柳町交差点 380 桝形交差点 353 市民病院西交差点 区間名 主要交差点名

6
（主）青森港線
青森港～安方２丁目交差点

14 安方2丁目交差点 575 旭ケ丘 １丁目交差点 270 市立第一中学校前交差点 69 下北町交差点

4 古川交差点 242 樹木４丁目交差点 53 平中交差点 70 中央町交差点

15 古川3丁目交差点 256 大清水４丁目交差点 262 根城６丁目交差点 303 中央二丁目交差点

16 古川踏切 257 大清水３丁目交差点 207 馬場頭交差点 601 栗山トンネル東側交差点

17 第一大野踏切 567 親方町交差点 単独区間 区間名 主要交差点名 372 槌川目交差点

18 久須志交差点 570 相良町交差点 32
国道454号
八戸尻内町交差点～八戸尻内町西交差点

56 八戸尻内町交差点 614 自衛隊大湊病院前交差点

19 浪館通り交差点 － ー 241 清水３丁目交差点 47 四本松交差点 613 大湊浜町交差点

7 県立図書館前交差点 ー ー 379 松原東 2丁目交差点 337 白銀町三島上交差点 箇所単独 主要交差点名

20 東大野2丁目交差点 単独区間 区間名 主要交差点名 箇所単独 主要交差点名 346 大瀬橋交差点

21 青葉1丁目交差点 34 運動公園入口交差点 532 花生交差点

2 国道柳町交差点 554 城東団地入口交差点 208 烏沢交差点 十和田市
5 国道旭町通交差点 35 高崎交差点 542 中居林交差点 区間名 主要交差点名

13 新町1丁目交差点 36 堅田交差点 383 八食センター前交差点 38
一般国道１０２号
穂並町交差点～稲生町交差点

65 穂並町交差点

504 堤交差点 37 津賀野交差点 281 築港街１丁目交差点 66 元町西1丁目交差点

513 松原3丁目交差点 16
一般国道102号
運動公園入口交差点～運動公園入口東交差
点

34 運動公園入口交差点 549 八戸フェリーターミナル入口交差点 67 稲生橋交差点

267 浦町東交差点 17
（県）弘前平賀線
運動公園入口交差点～運動公園入口西交差
点

34 運動公園入口交差点 203 蒼前東交差点 箇所単独 主要交差点名

234 栄町交差点 35 高崎交差点 68 奥入瀬バイパス終点交差点

515 花園2丁目交差点 38 高崎2丁目ワーナーマイカルシネマズ弘前付近 三沢市

516 松森１・佃１交差点 19
（主）弘前環状線
堅田交差点～撫牛子交差点

36 堅田交差点 箇所単独 主要交差点名

517 松森郵便局前交差点 563 宮園第二団地市営住宅前 310 三沢基地正門前交差点

518 古館地域市民館前交差点 562 堅田西交差点

510 駒込交差点 箇所単独 主要交差点名 藤崎町
- - 26 青森市石江交差点 232 門外富岡交差点 区間名 主要交差点名

- - 28 メガ石江店付近交差点 561 城北大橋東交差点 71 藤崎交差点

- - 202 イトーヨーカドー前交差点 559 町田交差点 371 駅前通交差点

- - 283 青葉２丁目交差点 560 清瀬橋東交差点 72 国道339号バイパス入口交差点

- - 520 南佃生協前交差点 558 中崎交差点 73 藤崎町バイパス榊交差点

単独区間 区間名 主要交差点名 42
一般国道３３９号
国道３３９号線バイパス入口交差点～葛野交
差点

72 国道339号バイパス入口交差点

9 八ツ役交差点

10 妙見交差点 東北町

10
（主）青森浪岡線
荒川柴田交差点～荒川字松尾交差点

22 荒川柴田交差点 区間名 主要交差点名

23 津軽新城駅交差点 74 東北町家ノ前交差点

24 新城坂踏切 75 野辺地IC入口交差点

526 岡町変電所前交差点

527 野木和公園入口交差点 おいらせ町
29 バイパス杉沢交差点 区間名 主要交差点名

30 大釈迦西交差点 263 下田百石ＩＣ東交差点

31 沢田交差点 336 イオンモール下田前交差点

32 鶴ヶ坂交差点 76 中下田交差点

212 浪岡ＩＣ入口交差点

13
（主）青森浪岡線
浪岡福田交差点～バイパス杉沢交差点

29 バイパス杉沢交差点 七戸町

14
（主）大鰐浪岡線
浪岡郵便局前交差点～浪岡字浪岡交差点

33 浪岡郵便局前交差点 箇所単独 主要交差点名

箇所単独 主要交差点名 77 七戸警察署前交差点

25 西バイパス環状線入口交差点 216 後平交差点

27 幸畑交差点

291 土筆山交差点 南部町

529 十三森交差点 箇所単独 主要交差点名

248 浪岡墓園西口交差点 604 諏訪ノ平交差点

平内町
箇所単独 主要交差点名

254 イオンタウン平内前交差点

市道

（主）八戸大野線
三日町交差点～本八戸駅南口交差点

31
（主）八戸百石線
内舟渡交差点～石堂交差点

29
（主）八戸環状線
四本松交差点～築港街交差点

35
（市）八戸市道
江陽ラピアファンタジードーム側付近交差点～
江陽ラピアバスセンター側付近交差点

追加
（県）妙売市線
市民病院西交差点～市立第一中学校前交差
点

追加

34
（市）八戸市道
沼館交差点～沼館ピアドゥ・アクロスプラザ付
近交差点

八戸市街地

26
一般国道４５号
四本松交差点～下長交差点

27
一般国道104号
四本松交差点～下長交差点

28
一般国道340号
八戸高校前交差点～三日町交差点

30

追加
一般国道２７９号
栗山トンネル東側交差点～槌川目交差点

追加
一般国道４５号
中下田交差点～下田百石ＩＣ東交差点

39
県道十和田三戸線
稲生町交差点～稲荷橋交差点

41
一般国道７号
舟場交差点～榊交差点

44
一般国道４号
東北町家ノ前交差点～野辺地IC入口交差点

追加
一般国道３３８号
自衛隊大湊病院前交差点～大湊浜町交差点

37
県道福山五所川原線
下り枝交差点～田町東交差点

追加
一般国道３３９号
沖飯詰交差点～金木町中柏木交差点

追加
（主）大鰐浪岡線
中川篠村交差点～野添町交差点

40
県道北停車場線
中央町交差点～下北町交差点

追加 市道

追加
（主）岩崎西目屋弘前線
親方交差点～相良交差点

15
一般国道７号
運動公園入口交差点～津賀野交差点

18
（主）弘前岳鯵ヶ沢線
高崎交差点～松ヶ枝交差点

市道（茜通り）

追加 市道

追加
（県）桔梗野富田線
桝形交差点～樹木４丁目交差点

追加 市道

弘前市街地

20
（県）石川百田線
門外交差点～土手町北交差点

21
（県）石川土手町線
文京小学校前交差点～土手町北交差点

22
（主）弘前岳鯵ヶ沢線
弘前プラザホテル前交差点～岩木橋交差点

23
（県）弘前鯵ヶ沢線
代官町交差点～石渡交差点

追加

11
（県）荒川青森停車場線
津軽新城駅交差点～新城坂踏切

追加
（主）青森浪岡線
国道4号～JR踏み切り南

追加
青森市道
栄町交差点～駒込交差点

追加
一般国道103号
八ツ役交差点～妙見交差点

追加
国道283号
岡町変電所前交差点～野木和公園入口交差
点

12
一般国道７号
バイパス杉沢交差点～鶴ヶ坂交差点

青森市街地

1
一般国道４号
造道交差点～県庁前交差点

2
一般国道４号
青森西郵便局東交差点～県庁前交差点

3
一般国道７号バイパス
安田西交差点～駒込桐ノ沢交差点

4

（主）青森停車場線
青森駅前～国道柳町交差点

7

一般国道103号
国道NTT交差点～八ツ役交差点

5

9
（県）荒川青森停車場線
荒川交差点～国道柳町交差点

（主）青森環状野内線
古川交差点～浪岡通り波館交差点

8
（県）荒川青森停車場線
県立図書館前交差点～国道柳町交差点



青森県における主要渋滞箇所マップ青森県における主要渋滞箇所マップ （検証後）（検証後） （１／４）（１／４）

東北町周辺

十和田湖周辺

五所川原市・つがる市周辺

青森市浪岡周辺

むつ市周辺

青森市周辺

十和田市・
七戸十和田駅周辺

十和田湖周辺

青森市浪岡周辺

五所川原市・
つがる市周辺

八戸市・
おいらせ町周辺

東北町周辺

弘前市周辺

慢性的な渋滞が発生している区間
（例）八ツ役交差点～国道ＮＴＴ交差点の2.9㎞において慢性的な交通渋滞が発生

朝夕ピーク時に著しい渋滞が発生している区間
（例）国道柳町交差点を中心に朝夕ラッシュ時間帯に交通渋滞が発生

休日に著しい渋滞が発生している区間
（例）代官町交差点～亀甲町交差点の1.7㎞において休日の交通渋滞が発生

区間凡例（県道以上を対象）

参考資料２



青森県における主要渋滞箇所マップ青森県における主要渋滞箇所マップ （検証後）（検証後） （２／４）（２／４）

青森市周辺

慢性的な渋滞が発生している区間
（例）八ツ役交差点～国道ＮＴＴ交差点の2.9㎞において慢性的な交通渋滞が発生

朝夕ピーク時に著しい渋滞が発生している区間
（例）国道柳町交差点を中心に朝夕ラッシュ時間帯に交通渋滞が発生

休日に著しい渋滞が発生している区間
（例）代官町交差点～亀甲町交差点の1.7㎞において休日の交通渋滞が発生

区間凡例（県道以上を対象）



青森県における主要渋滞箇所マップ青森県における主要渋滞箇所マップ （検証後）（検証後） （３／４）（３／４）

弘前市周辺

十和田市・七戸十和田駅周辺

むつ市周辺

慢性的な渋滞が発生している区間
（例）八ツ役交差点～国道ＮＴＴ交差点の2.9㎞において慢性的な交通渋滞が発生

朝夕ピーク時に著しい渋滞が発生している区間
（例）国道柳町交差点を中心に朝夕ラッシュ時間帯に交通渋滞が発生

休日に著しい渋滞が発生している区間
（例）代官町交差点～亀甲町交差点の1.7㎞において休日の交通渋滞が発生

区間凡例（県道以上を対象）



青森県における主要渋滞箇所マップ青森県における主要渋滞箇所マップ （検証後）（検証後） （４／４）（４／４）

八戸市・おいらせ町周辺

慢性的な渋滞が発生している区間
（例）八ツ役交差点～国道ＮＴＴ交差点の2.9㎞において慢性的な交通渋滞が発生

朝夕ピーク時に著しい渋滞が発生している区間
（例）国道柳町交差点を中心に朝夕ラッシュ時間帯に交通渋滞が発生

休日に著しい渋滞が発生している区間
（例）代官町交差点～亀甲町交差点の1.7㎞において休日の交通渋滞が発生

区間凡例（県道以上を対象）


