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１．渋滞対策推進協議会のこれまでの経緯と実施状況 

平成14～15年度 
・岩手県における慢性的な渋滞解消を目的に「岩手県新たな渋滞対策プログラム（H15～19）」を策定 
平成17年度 
・H14に策定した「岩手県新たな渋滞対策プログラム（H15～19） 」の候補ポイントの対策実施状況の確認 
・京都議定書で批准されたCO2排出削減量の達成のための渋滞対策箇所（CO2削減アクションプログラム）への

登録了承（新たな渋滞対策プログラム：４２箇所⇒CO2削減ＡＰ：２４箇所） 
平成21～22年度 
・県内における渋滞解消に向けプログラムの見直しを行い、新たなプログラム策定に向け、渋滞プログラム候補箇

所を選定 
・候補箇所選定にあたりアンケート（Web・パンフ）を実施 
・アンケート結果として、道路利用者目線での渋滞多発箇所を公表 
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▼岩手県新たな渋滞対策プログラム（H15～19） 

・県央地区における“渋滞が激しい”と感じる位箇所は、盛岡市・滝沢村の国道に集中しています。
・平日の朝夕通勤ラッシュ時に交通が集中することによる渋滞が挙げられています。

交差点名 所在地 路線名 指摘数
指摘率
（※）

渋滞発生
時期

渋滞発生
時間

渋滞要因

館坂交差点 盛岡市 国道46号 240 票 27.2％ 平日 朝・夕
交通量が多い、
交差点形状が良くない

巣子交差点 滝沢村 国道 4号 155 票 17.6％ 平日 朝・夕
交通量が多い
右折レーンが短い

茶畑交差点 盛岡市 国道106号 101 票 11.5％ 平日 朝・夕
交通量が多い、
信号の先が詰まっている

南大橋交差点 盛岡市 国道396号 98 票 11.1％ 平日 朝・夕
交通量が多い
信号の青が短い

館坂交差点（盛岡市） 巣子交差点（滝沢村） 茶畑交差点（盛岡市） 南大橋交差点（盛岡市）

２．アンケート調査結果 ～地区別の渋滞箇所 県央地区～

◆県央地区で“特に渋滞が激しい”と感じる箇所の上位４位

※指摘率＝各箇所指摘数/（A＋B） A:県央地区回答者数661人、B:県央地区外居住者からの指摘者221人

特に右折混雑の
指摘が多い

アンケートにおける指摘が最も多い渋滞方向

▼H21アンケート結果公表資料（抜粋） 



２．今回の渋滞対策推進協議会開催主旨 

【今後の渋滞対策の推進について】 
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［背景］ 

○ 「今後の高速道路のあり方 中間とりまとめ（高速道路のあり方検討有識者委員会 平成23

年12月）」において、効率性を阻害する渋滞ボトルネック対策の重要性が指摘 

○ 「社会資本整備審議会道路分科会建議 中間とりまとめ（平成24年6月）」においても、渋

滞の名所と呼ばれるボトルネック箇所への集中的対策を実施すべきとの指摘 

○ 交通観測技術の進展・普及により、道路交通状況の詳細に係るデータが様々な形で取得可

能となるなど、観測環境が大きく改善 

［方針］ 

関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、効果的な渋滞
対策の推進を図る 

［具体的な進め方］ 

○ 統一的なデータによる客観的な分析を基本としつつ、道路利用者の意見や地域性を反映し

た評価軸の検討により、地域の実感にあった箇所を特定 

○ 特定された課題箇所の対策に係る検討を進め、対応に係る基本方針をとりまとめ 



3.1 渋滞ポイントの考え方 
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【渋滞損失時間とは・・・】 

 単位：人時間/年 ⇒ 渋滞の程度(渋滞長等)に加え、影響を受ける台数(人数)を考慮 
 

・平常時の所要時間      ９分 
・渋滞時の所要時間 １５分 

渋滞損失時間 59,422人時間/年 

[小型車] 6分 × 1,000台/12h × 1.30人/台 × 365日 ＝ 47,450人時間/年 

損失時間        交通量1)    平均乗車人員1) 

１）Ｈ２２道路交通センサス調査結果 

６分余計にかかる ⇒損失時間 
 ※民間プローブデータにより算出 

［人換算］ 

＜Ａ交差点（Ｂ交差点からの流入方向）の計算例＞ 

[大型車] 6分 ×    200台/12h × 1.64人/台 × 365日 ＝ 11,972人時間/年 
↓ 

【民間プローブデータにより、詳細な渋滞情報を把握】 

※民間プローブデータとは 

・カーナビを装着した一般車の走行データ
（位置、時間、速度）を蓄積したもの 

・このデータを毎日、多数の車から集め続
けることで、曜日や時間によって異な
る速度情報（渋滞の程度）が把握可能 

・基本的に、全地域の全道路において情報
が収集可能であり、地方部においても
有効 

ＶＩＣＳが対象とし
ない細かい道の情報
まで集まる 

３．今後の渋滞対策について 



３．今後の渋滞対策について 

(1)１軸（損失時間が８０万人・時間/年以上の箇所） 

○80万人･時間/年とは･･･ 
終日混雑している交差点で、特にピーク時には全方向の旅行速度の平均が20km/h以下（信号待ち２回以上）と
なるような箇所 

【交通状況のイメージ】 【損失時間とピーク時の全方向旅行速度の平均値との関係】 

損失時間（万人・時間/年） 

ピ
ー
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の
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平均旅行速度20km/h
＝80万人・時間/年 

y=-4.919×LN(x)+41.579 

ピーク時において全方
向の旅行速度の平均が
20km/h以下 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

3.2 岩手県内の渋滞ポイントの抽出方法（案）について 
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３．今後の渋滞対策について 

(2)１’軸（１軸以外でピーク時の損失時間が182.6人・時間/時以上の箇所） 

１軸には対象とならないが、ピーク時には１軸と同程度の混雑となるような箇所 
80万人・時間/年 ÷ 365日 ÷ 12時間 ＝ 182.6人・時間/時 

【１’軸で抽出された箇所の時間帯別の損失時間】 【１軸で抽出された箇所の時間帯別の損失時間】 

終日混雑が発生 ピーク時のみ１軸と同レベルの混雑が発生 
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3.2 岩手県内の渋滞ポイントの抽出方法（案）について 
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３．今後の渋滞対策について 

(3)２軸（１軸、１’軸以外でピーク時の１方向のみ20km/h以下となる箇所） 

ピーク時において、各方向の旅行速度のうち、最も低い方向の速度が20km/h以下となるような箇所 

【１軸で抽出する箇所の交通状況のイメージ（再掲）】 

ピーク時において全方
向の旅行速度の平均が
20km/h以下 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

【２軸で抽出する箇所の交通状況のイメージ】 

ピーク時において最も速
度が低い方向において、
20km/h以下 

20km/h以下 
（信号待ち２回以上） 

3.2 岩手県内の渋滞ポイントの抽出方法（案）について 
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３．今後の渋滞対策について 

【参考】混雑を表す20km/hの根拠 

JARTICや公安委員会等では、20km/h以下を混雑・渋滞の指標としている 

http://www.jartic.or.jp/ 
●国家公安委員会にお
ける渋滞・混雑の定
義 

●警視庁による渋滞の
判定基準 

●道路交通情報セン
ターにおける渋滞・
混雑の定義 

・資料：国家公安委員
会告示第１２号 

・資料：警視庁，警視
庁交通年鑑 

3.2 岩手県内の渋滞ポイントの抽出方法（案）について 
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３．今後の渋滞対策について 

(4)地域の実情に応じた個別課題の抽出について（案） 

岩手県内の交通円滑化を阻害する地域個別課題（第３軸）及びその分析指標をしては下記の２点が考えられる。 

3.2 岩手県内の渋滞ポイントの抽出方法（案）について 

指標① 休日における渋滞 （詳細はＰ14参照） 

指標② 冬期の交通条件悪化（降雪・積雪・凍結・視界不良等）による渋滞 （詳細はＰ15参照） 

【背景】 
 ・岩手県内には全国有数の観光地が点在し、休日の観光入込による渋滞が発生 
 ・また郊外型の大型商業施設等の周辺においては、休日の買い物客による渋滞が発生 
 
【指標（案）】 
 ・休日において旅行速度が20㎞/h以下となる時間が●時間以上継続、かつ年間損失●以上 

【背景】 
 ・岩手県内の道路交通状況は、通常期と冬期で大きく変化 
 ・冬期の交通条件悪化により渋滞が発生する箇所を多数存在（冬期に特化した渋滞） 
 
【指標（案）】 
 ・冬期の交通条件悪化に伴う速度低下により、通常期と比較し○○％速度低下し旅行速度が20㎞/h以下とな

る時間が○○時間以上 
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３．今後の渋滞対策について 

(5)個別課題の代表事例① （休日における渋滞） 

3.2 岩手県内の渋滞ポイントの抽出方法（案）について 

【背景】 
 ①岩手県内には全国有数の観光地が点在し、休日の観光入込による渋滞が発生 

 ②また郊外型の大型商業施設等の周辺においては、休日の買い物客に
よる渋滞が発生 

▼2012GWにおける平泉周辺の渋滞状況（平泉BP） ▼2012GWにおける平泉周辺の渋滞状況（国道4号中尊寺付近） 

 【指標（案）】 
 休日において旅行速度が20㎞/h以下となる時間が●時間以上継続、

かつ年間損失●以上 

▼盛岡市盛岡西BP北口交差点の渋滞状況 
（イオンモール盛岡付近） 
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【背景】 
 ・岩手県内の道路交通状況は、通常期と冬期で大きく変化 
 ・冬期の交通条件悪化により渋滞が発生する箇所を多数存在（冬期に特化した渋滞） 

３．今後の渋滞対策について 

(5)個別課題の代表事例② （冬期の交通条件悪化（降雪・積雪・凍結・視界不良等）による渋滞） 

3.2 岩手県内の渋滞ポイントの抽出方法（案）について 

▼冬期の混雑状況（R4  茨島跨線橋～滝沢分れ南付近） 

 【指標（案）】 
 冬期の交通条件悪化に伴う速度低下により、通常期と比較し○○％速度低下し旅行速度が20㎞/h以下となる時間が

○○時間以上 

▼冬期の混雑状況（R4  盛岡南IC入口交差点付近） 
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４．今後の検討の流れ 
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地域の渋滞箇所の素案の決定 

ソフト・ハードも含めた対策の検討 

交通基礎データの共有 
意見交換 等 

第１回協議会の開催（H24.6.26） 

パブリック・コメント等を含めた 
地域の渋滞箇所の特定 

検討結果のとりまとめ 

今回 



資料-２

1 盛岡南IC入口交差点 850,666 一般国道４号 上米内湯沢線 - - 59,160 盛岡市

2 茶畑交差点 801,009 一般国道４号 一般国道１０６号 - - 57,161 盛岡市

3 上堂交差点 596,063 一般国道４号 氏子橋夕顔瀬線 - - 44,620 盛岡市

4 南大橋交差点 500,316 一般国道４号 一般国道３９６号 - - 58,615 盛岡市

5 川久保交差点 423,240 一般国道４号 盛岡環状線 - - 52,315 盛岡市

6 分れ南交差点 417,044 一般国道４号 一般国道２８２号 盛岡環状線 - 40,670 滝沢村

7 大渡橋西袂交差点 387,277 一般国道２８３号 釜石港線 - - 29,677 釜石市

8 館坂交差点 370,660 一般国道４６号 氏子橋夕顔瀬線 盛岡滝沢線 - 40,761 盛岡市

9 鵜飼交差点 340,115 盛岡環状線 盛岡滝沢線 - - 22,652 滝沢村

10 NHK北交差点 331,529 一般国道４号 一般国道４６号 - - 45,767 盛岡市

11 県立釜石病院入口交差点 319,925 一般国道２８３号 - - - 15,620 釜石市

12 西バイパス北口交差点 295,568 一般国道４６号 - - - 41,415 盛岡市

13 竹山交差点 292,790 一関北上線 一関大東線 一関平泉線 - 22,438 一関市

14 中央通2丁目交差点 284,157 盛岡横手線 盛岡停車場線 上盛岡停車場線 - 33,892 盛岡市

15 稲荷町交差点 276,745 一般国道４６号 盛岡横手線 - - 35,289 盛岡市

16 太田橋北袂交差点 271,259 盛岡横手線 盛岡和賀線 - - 35,520 盛岡市

17 北山交差点 268,935 一般国道４号 - - - 38,799 盛岡市

18 稲荷交差点 263,158 一般国道４６号 本宮長田町線 - - 31,506 盛岡市

19 下太田交差点 252,816 一般国道４６号 盛岡和賀線 - - 39,559 盛岡市

20 北山トンネル南口交差点 250,632 一般国道４号 一般国道４５５号 - - 45,963 盛岡市

21 有田町交差点 248,610 一般国道４号 一般国道１０７号 - - 39,797 北上市

22 夕顔瀬橋西袂交差点 243,703 盛岡横手線 氏子橋夕顔瀬線 - - 35,235 盛岡市

23 西徳田交差点 237,554 一般国道４号 大ヶ生徳田線 矢巾停車場線 - 39,476 矢巾町

24 斉ノ神交差点 233,850 一般国道３９７号 衣川水沢線 北上水沢線 - 23,548 奥州市

25 一ノ関駅入口交差点 226,803 一般国道２８４号 一関平泉線 一関停車場線 - 29,191 一関市

26 千徳交差点（※管理上の名称） 223,475 一般国道１０６号 宮古岩泉線 - - 18,443 宮古市

27 湯沢交差点 219,657 盛岡和賀線 上米内湯沢線 - - 24,967 盛岡市

28 新大町交差点 213,180 一般国道２８４号 一般国道３４２号 - - 22,476 一関市

29 都南大橋東交差点 211,194 一般国道３９６号 上米内湯沢線 - - 30,947 盛岡市

30 北上バイパス口交差点 210,429 一般国道４号 相去飯豊線 - - 30,176 北上市

31 盛岡地方裁判所前交差点 207,094 一般国道４５５号 盛岡横手線 - - 23,990 盛岡市

32 南大橋南交差点 201,503 一般国道４号 - - - 41,907 盛岡市

33 杜の大橋南交差点 196,443 盛岡環状線 本宮長田町線 - - 27,948 盛岡市

34 築地交差点 193,597 一般国道４５号 一般国道１０６号 - - 25,316 宮古市

35 権現堂交差点 189,688 一般国道４５号 一般国道１０７号 大船渡綾里三陸線 丸森権現堂線 24,497 大船渡市

36 大槻交差点 189,117 一般国道４号 一般国道３４２号 一関北上線 - 27,526 一関市

37 佐倉河交差点 188,010 一般国道４号 水沢米里線 - - 29,898 奥州市

38 林崎交差点 187,911 盛岡和賀線 盛岡環状線 - - 19,287 盛岡市

39 津軽石交差点 186,656 一般国道４５号 重茂半島線 津軽石停車場線 - 20,748 宮古市

40 深持交差点 186,630 一般国道４６号 盛岡鶯宿温泉線 - - 32,491 盛岡市

41 磯鶏1丁目交差点 184,388 一般国道４５号 宮古港線 - - 25,364 宮古市

42 運動公園東口交差点 179,554 一般国道４号 厨川停車場線 - - 35,881 盛岡市

43 花巻東バイパス南口交差点 179,157 一般国道４号 - - - 25,309 花巻市

44 鐙田交差点 176,841 一般国道４号 玉里水沢線 - - 23,949 奥州市

45 東大橋東交差点 176,348 一関大東線 - - - 19,624 一関市

46 明治橋南袂交差点 175,218 盛岡環状線 不動盛岡線 - - 29,843 盛岡市

47 太日通り交差点 174,826 一般国道４号 一般国道３９７号 - - 29,392 奥州市

48 手代森ニュータウン入口交差点 174,665 一般国道３９６号 上米内湯沢線 - - 22,300 盛岡市

49 津志田南交差点 172,010 上米内湯沢線 不動盛岡線 - - 28,881 盛岡市

50 北山トンネル北口交差点 164,010 一般国道４５５号 - - - 25,595 盛岡市

51 十二神交差点 155,432 一般国道４号 一般国道３４２号 - - 30,391 一関市

52 幸町交差点 154,314 一般国道２８４号 一般国道３４２号 - - 24,707 一関市

53 滝太橋北交差点 151,454 一般国道４６号 盛岡環状線 - - 28,284 滝沢村

54 本宮交差点 149,598 一般国道４６号 - - - 19,339 盛岡市

55 ＪＡとおの前交差点 149,509 一般国道２８３号 一般国道３４０号 - - 18,844 遠野市

56 分レ交差点 149,407 一般国道２８２号 鵜飼滝沢線 - - 19,265 滝沢村

57 三ヶ尻交差点 147,844 一般国道４号 広瀬三ヶ尻線 - - 22,970 金ヶ崎町

58 花巻東バイパス北口交差点 147,189 一般国道４号 東和花巻温泉線 - - 21,217 花巻市

59 日影橋北袂交差点 143,033 一般国道２８３号 遠野住田線 一般国道３９６号 - 15,744 遠野市

60 日高見橋東交差点 143,027 一般国道１０７号 一関北上線 花巻北上線 - 19,298 北上市

61 松原交差点 142,567 一般国道４５号 一般国道２８３号 - - 18,602 釜石市

62 渋民BP南口交差点 141,611 一般国道４号 渋民川又線 - - 20,957 盛岡市

63 杉の町交差点 139,464 一般国道４５６号 水沢米里線 一関北上線 - 20,487 奥州市

64 旭橋東交差点 138,727 盛岡横手線 - - - 24,854 盛岡市

65 折居交差点 138,145 一般国道４号 陸中折居停車場線 供養塚折居線 - 20,691 奥州市

66 アイスアリーナ前交差点 135,482 盛岡和賀線 盛岡環状線 - - 25,965 盛岡市

67 花巻ＩＣ入口交差点 133,177 一般国道４号 花巻衣川線 - - 28,964 花巻市

68 徳田橋東交差点 132,224 一般国道３９６号 大ヶ生徳田線 - - 18,500 盛岡市

69 銀座交差点 129,969 一般国道２８１号 久慈岩泉線 久慈停車場線 - 15,187 久慈市

70 久伝橋東袂交差点 124,200 一般国道２８４号 一般国道４５６号 - - 19,855 一関市

71 村崎野交差点 124,002 一般国道４号 清水野村崎野線 - - 23,517 北上市

72 白井坂交差点 123,235 一般国道４号 西根佐倉河線 - - 29,495 奥州市

73 久保口交差点 123,079 一般国道４号 岩手平舘線 - - 19,090 岩手町

74 中ノ橋東交差点 121,981 一般国道１０６号 不動盛岡線 - - 32,062 盛岡市

75 高梨交差点 121,974 一般国道４号 一般国道２８４号 一般国道４５７号 - 20,636 一関市

76 大船渡合庁前交差点 119,449 一般国道４５号 大船渡綾里三陸線 - - 20,438 大船渡市

77 北上大橋東交差点 119,328 一般国道２８４号 東和薄衣線 - - 15,014 一関市

78 仙北町駅口交差点 119,058 盛岡環状線 仙北町停車場線 - - 18,886 盛岡市

79 石鳥谷バイパス南口交差点 117,484 一般国道４号 中寺林犬淵線 - - 24,729 花巻市

80 西根交差点 116,955 一般国道４号 胆沢金ヶ崎線 江刺金ケ崎線 - 25,023 金ヶ崎町
81 仙人峠道路釜石口交差点 116,382 一般国道２８３号 一般国道２８３号
（仙人 - - 11,956 釜石市
82 下船渡交差点 113,769 一般国道４５号 丸森権現堂線 - - 17,348 大船渡市

83 盛岡環状線口交差点 112,782 一般国道４６号 盛岡環状線 - - 32,787 滝沢村

84 本通り十文字交差点 109,150 一般国道１０７号 北上東和線 相去飯豊線 - 17,610 北上市

85 三ツ割一丁目交差点 106,544 一般国道４５５号 - - - 14,707 盛岡市

86 大渡橋東袂交差点 103,061 釜石港線 水海大渡線 - - 16,714 釜石市

87 黒沢尻北高入口交差点 102,799 北上東和線 相去飯豊線 - - 10,648 北上市

88 真城幅下交差点 102,761 一般国道４号 佐倉河真城線 - - 20,388 奥州市

89 四丑橋西交差点 102,318 一般国道４号 玉里水沢線 - - 22,621 奥州市

90 花巻信金本店前交差点 100,392 花巻大曲線 花巻和賀線 - - 12,447 花巻市

91 蒲谷地交差点 99,950 一般国道４号 南笹間黒沢尻線 - - 26,129 北上市

92 繁十文字交差点 99,856 一般国道４６号 小岩井停車場線 繋温泉線 - 24,110 雫石町

93 黒沢尻東小入口交差点 99,700 一般国道１０７号 - - - 12,424 北上市

94 二戸大橋東袂交差点 99,505 二戸九戸線 二戸一戸線 - - 13,791 二戸市

95 大下交差点 98,748 一般国道４号 村崎野停車場線 - - 23,778 北上市

96 道下交差点 98,485 一般国道４号 水沢米里線 佐倉河真城線 - 28,454 奥州市

97 六原交差点 98,275 一般国道４号 六原停車場線 - - 22,559 金ヶ崎町

98 不動小入口交差点 96,558 不動盛岡線 盛岡石鳥谷線 不動矢巾停車場線 - 14,405 矢巾町

99 クリーンセンター入口交差点 96,286 一般国道４５５号 盛岡環状線 - - 13,225 盛岡市

100 朝日大橋西交差点 95,514 一般国道４号 一般国道２８３号 - - 21,088 花巻市

交差点
流入交通量
（台／日）

市区町村
① ②

交差点損失時間　岩手県ワースト100

③ ④
順位 交差点名称

交差点
損失時間

（人時間／年）

交差路線



■盛岡市・滝沢村・矢巾町・雫石町 

≪盛岡市中心部拡大≫ 

－1－ 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 資料３ 



■花巻市 

－2－ 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 



■北上市 

－3－ 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 



■一関市 

－4－ 

一関市 

千厩地区 川崎地区 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 



■二戸市・岩手町 

－5－ 

二戸市 

岩手町 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 



■奥州市・金ケ崎市 

－6－ 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 



■宮古市・久慈市 

－7－ 

宮古市 

久慈市 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 



■大船渡市 

－8－ 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 



■釜石市・遠野市 

－9－ 

釜石市 

遠野市 

交差点損失時間 岩手県ワースト100 『位置図』 



盛岡市 

滝沢村 

青森県 

陸前高田市 

洋野町 

野田村 

北上市 

平泉町 

普代村 

八幡平市 

二戸市 

田野畑村 

滝沢村 

大槌町 

大船渡市 

西和賀町 

盛岡市 

住田町 

雫石町 

紫波町 

山田町 

軽米町 

九戸村 

金ヶ崎町 

宮古市 

久慈市 

岩泉町 岩手町 

釜石市 

葛巻町 

花巻市 

奥州市 

遠野市 

一戸町 

一関市 

宮城県 

秋田県 

4 

45 

395 

340 

340 

45 

455 

106 

46 

282 

4 

396 
340 

283 

107 

397 

343 

107 

340 

45 

284 
457 

281 

281 

107 

343 

4 

第３軸による抽出候補区間 『位置図』 

0 20 30 40 50 （km/h） 

平均旅行速度 
※昼間12時間の平均速度 

★ 渋滞による損失が大きな交差点 
※県内上位１００箇所を表記 

損失が特に大きい主な交差点 

平成22年道路交通センサスデータより作成 

※県内上位１０箇所を表記 

都市高速等 

高速道路 

＜渋滞損失が大きな主な交差点＞ 

  路線名 交差点名 
損失時間 
（人時間) 

1 
一般国道４号 盛岡南IC入

口 850,666 
上米内湯沢線 

2 
一般国道４号 

茶畑 801,009 
一般国道１０６号 

3 
一般国道４号 

上堂 596,063 
氏子橋夕顔瀬線 

4 
一般国道４号 

南大橋 500,316 
一般国道３９６号 

5 
一般国道４号 

川久保 423,240 
盛岡環状線 

6 
一般国道４号 

分れ南 417,044 
一般国道２８２号 

7 
一般国道２８３号 

大渡橋西袂 387,277 
釜石港線 

8 
一般国道４６号 

館坂 370,660 
氏子橋夕顔瀬線 

9 
盛岡環状線 

鵜飼 340,115 
盛岡滝沢線 

10 
一般国道４号 

NHK北 331,529 
一般国道４６号 

第３軸 指標① 休日における渋滞区間 

第３軸 指標① 休日における渋滞区間 

第３軸 指標② 
冬期の交通条件悪化による渋滞区間 

第３軸 指標② 
冬期の交通条件悪化による渋滞区間 

第３軸 指標① 休日における渋滞区間 

第３軸 指標② 
冬期の交通条件悪化による渋滞区間 

資料４ 



１軸 

１’  軸 

２軸 

３軸 

80万人
時間/年
以上 朝、昼、夕の 

いずれかが 
182.6人時間/ 
時以上 

80万人時間/年未満 

ピーク時の最低旅行速
度20km/h、かつ昼間
12時間の損失時間県内
100位以内 

全国統一指標 

昼間12時間の 
総損失時間が多い 

交差点 

ピーク時の最低 
旅行速度 

一部の時間において 
損失時間が多い 

交差点 

地域独自の課題を 
抱えた交差点など 

一方向だけでも 
旅行速度が低い 

交差点 

昼間12時間の 
損失時間 

損失時間が多い 
ＢＮ交差点の抽出 

朝、昼、夕の 
損失時間 

地域の実情に応じ
た個別課題（観光、
冬期、大規模集客
施設など） 

地域独自指標 

パブリックコメントによる 
渋滞箇所の検証 

各県指標 

〈参考資料〉 岩手県内の渋滞ポイントの抽出方法イメージ 資料５ 



＜参考資料＞ 

○盛岡市中心市街地の国道4号、国道46号および街路でサービスレベルが低い状況 

≪渋滞の目安≫ 
平均旅行速度20km/h以下：車間距離がほとんどなく、断続的に停車・発進を繰り返すような状況 
平均旅行速度40km/h以下：停車はしないものの、車間距離が狭く、ノロノロ運転となる状況 

［データ集計期間］ 
 H22.9.1～H22.11.30 
 平日7時台～18時台平均 
 DRM区間単位上下別平均 

〈参考資料〉 盛岡市周辺の渋滞状況 資料６ 
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