




■今冬のノーマルタイヤによるスタック事象

24日からの大雪では多数のスタック事象が発生しました。（写真は一部事例）

別紙１

令和5年1月24日令和5年1月24日

国国道１号 滋賀県大津市逢坂１丁目国道１号 滋賀県大津市逢坂１丁目

国道１号 京都府京都市東山区国道１号 京都府京都市東山区

国道９号 京都府京都市西京区国道９号 京都府京都市西京区

国道２９号 兵庫県赤穂郡上郡町国道２９号 兵庫県赤穂郡上郡町

令和5年1月24日令和5年1月24日

令和5年1月24日令和5年1月24日 令和5年1月24日令和5年1月24日



近近畿地方整備局

■大雪時の予防的通行規制区間
国が管理する道路において、大雪時に急な上り坂で大型車等が立ち往生しやすい場所等を選定し、効率的に優先して除雪

を行う区間を決定しています。
近畿地方整備局管内の予防的通行規制区間は以下のとおりです。

【別紙２－１】

予防的通行規制区間一覧表

起点 終点 延長（km）

① 滋賀県・京都府 滋賀国道・京都国道 国道1号 滋賀県大津市逢坂 京都府京都市東山区 10.2

② 福井県 福井河川国道 国道8号 福井県あわら市牛ノ谷 福井県坂井市丸岡町羽崎 17.2

③ 福井県 福井河川国道 国道8号 福井県越前市塚原 福井県敦賀市岡山 33.4

④ 福井県 福井河川国道・滋賀国道 国道8号 福井県敦賀市岡山 滋賀県長浜市塩津 20.4

⑤ 京都府 福知山河川国道 国道9号 京都府福知山市夜久野町井田 京都府福知山市夜久野町小倉 7.6

⑥ 京都府 福知山河川国道 国道9号 京都府京丹波町和田 京都府福知山市三俣 22.4

⑦ 兵庫県 豊岡河川国道 国道9号 兵庫県養父市八鹿町高柳 兵庫県新温泉町竹田 40.4

⑧ 奈良 奈良国道 国道25号 天理東IC 針IC 15.4

⑨ 福井県 福井河川国道 国道27号 福井県若狭町気山 福井県小浜市遠敷 24.9

⑩ 福井県・京都府 福知山河川国道 国道27号 福井県高浜町六路谷 京都府舞鶴市北田辺 16.3

⑪ 兵庫県 姫路河川国道 国道29号 兵庫県宍粟市波賀町赤西 兵庫県宍粟市波賀町戸倉 15.2

⑫ 福井県・滋賀県 福井河川国道・滋賀国道 国道161号 福井県敦賀市疋田 滋賀県高島市マキノ町野口 12.8

⑬ 滋賀県 滋賀国道 国道161号 滋賀県大津市北小松
真野IC
（滋賀県大津市真野大野）

16.1

⑭ 和歌山県 和歌山河川国道 国道42号 和歌山県広川町井関 和歌山県由良町畑 6.0

⑮ 滋賀県 滋賀国道 国道161号 滋賀県高島市勝野 滋賀県大津市北小松 8.2

⑯ 滋賀県 滋賀国道 国道161号 滋賀県大津市高砂町 滋賀県大津市追分町 5.6

⑰ 福井県 福井河川国道 中部縦貫自動車道 福井北JCT・IC 大野IC 25.8

⑱ 滋賀県 滋賀国道・岐阜国道 国道21号 岐阜県関ヶ原町西町 滋賀県米原市西円寺 17.0

⑲ 滋賀県 滋賀国道 国道8号 滋賀県長浜市木之本 滋賀県蒲生郡竜王町鏡 58.5

予防的通行規制区間
図面番号
(別紙2－2）

都道府県 事務所名 路線名



近近畿地方整備局
直轄国道における「予防的通行規制区間」 位置図

チェーン規制区間
国道８号 延長3.2㎞
福井県あわら市熊坂
～福井あわら市笹岡

③国道８号 延長33.4㎞
福井県越前市塚原
～福井県敦賀市岡山

⑤国道9号 延長7.6㎞
京都府福知山市夜久野町井田
～京都府福知山市夜久野町小倉

⑥国道9号 延長22.4㎞
京都府京丹波町和田
～京都府福知山市三俣

⑧E25 延長15.4㎞
名阪国道（天理東IC～針IC）

⑨国道27号 延長24.9㎞
福井県三方郡若狭町気山
～福井県小浜市遠敷

⑩国道27号 延長16.3㎞
福井県高浜町六路谷
～京都府舞鶴市北田辺

⑪国道29号 延長15.2㎞
兵庫県宍粟市波賀町赤西
～兵庫県宍粟市波賀町戸倉

⑫国道161号 延長12.8㎞
福井県敦賀市疋田
～滋賀県高島市マキノ町野口

⑬国道161号 延長16.1㎞
滋賀県大津市北小松
～滋賀県大津市真野IC

①国道1号 延長10.2㎞
滋賀県大津市逢坂
～京都府京都市東山区

⑭国道42号 延長6.0㎞
和歌山県広川町井関
～和歌山県由良町畑

⑮国道161号 延長8.2㎞
滋賀県高島市勝野
～滋賀県大津市北小松

⑯国道161号 延長5.6㎞
滋賀県大津市高砂町
～滋賀県大津市追分町

②国道８号 延長17.2㎞
福井県あわら市牛ノ谷
～福井県坂井市丸岡町羽崎

延 長

管内道路延長 ：1926.5km

うち 予防的通行規制区間 ： 373.4km
うち チェーン規制区間 ： 3.2km

凡例

予防的通行規制区間

チェーン規制区間

④国道８号 延長20.4㎞
福井県敦賀市岡山
～滋賀県長浜市塩津

⑰中部縦貫自動車道 延長25.8㎞
福井北JCT・IC ～ 大野IC

⑦国道9号 延長40.4㎞
兵庫県養父市八鹿町高柳
～兵庫県美方郡新温泉町竹田 ⑱国道21号 延長17.0㎞

岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原
～滋賀県米原市西円寺

⑲国道8号 延長58.5㎞
滋賀県長浜市木之本
～滋賀県蒲生郡竜王町鏡

【別紙２－２】



国土交通省近畿地方整備局

道路利用者への啓発活動と情報提供

■異常降雪時の道路の情報提供

ttwitterを利用した道路規制情報の発信（管内国道事務所にて実施中！）

近畿地方整備局道路部Twitter ： @mlit_kinki_road
公式Twitterへのアクセス ： http://twitter.com/mlit_kinki_road

利用方法

・滋賀 ：@mlit_shiga

・福知山 ：@mlit_fukuchi

・京都 ：@kyotokokudou

・大阪 ：@mlit_daikoku

・豊岡 ：@mlit_toyooka

・姫路 ：@mlit_himeji

・兵庫 ：@mlit_hyogo

・奈良 ：@mlit_narakoku

・和歌山 ：@mlit_wakayama

・紀南 ：@mlit_kinan

・福井 ：@mlit_fukui

各事務所のTwitter

【別紙３】

■高速道路の通行止め予測区間情報

最新の高速道路の交通状況等については、以下のＨＰにてご確認ください。

西日本高速道路（株）
https://www.w-nexco.co.jp/

中日本高速道路（株）
https://www.c-nexco.co.jp/

本州四国連絡高速道路（株）
https://www.jb-honshi.co.jp/

阪神高速道路（株）
https://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/



国土交通省近畿地方整備局

各種気象情報

■各種気象情報のリンク先

【別紙４】

天気予報 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.507/137.021/&contents=forecast
※地図上の府県をクリックすると、詳細な情報が出てきます。

警報・注意報 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.507/137.021/&elem=all&contents=warning
※地図上の府県をクリックすると、詳細な情報が出てきます。

気象情報 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.507/137.021/&element=information&contents=information

※地図上の府県をクリックすると、詳細な情報が出てきます。

今後の雪 https://www.jma.go.jp/bosai/snow/#lat:35.429344/lon:136.532593/zoom:8/colordepth:normal/elements:snowd
※地図の左側にあるスライダーでサイズを変えられます。

■「今後の雪」の表示例と活用例

現在の積雪の深さ以外にも、3時
間から72時間の降雪量も選択で
きます。
また、6時間先までの1時間毎の

積雪の深さと降雪量の予測を確
認できます。

「今後の雪」の活用例

拡大した状況
（積雪の深さ）


