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平成２６年１２月２６日
東 北 地 方 整 備 局

～車両の冬装備についてご協力をお願いします～

年末年始からの円滑な道路交通確保に向けて
～東北地方の大雪対応について～

今年２月関東地方～東北地方南部にかけての記録的な降雪や、１２
月からの寒波による降雪で、立ち往生車両等発生による渋滞が発生し、
通行止めを実施しました。

立ち往生車両による渋滞は、チェーン未装備など冬の装備がなされ
ていない大型車両等のスリップ等により発生している状況が散見され
ておるところです。

東北地方整備局では、これらの事象を踏まえ、年末年始からの帰省
客を含めた円滑な道路の通行を確保するため、関係機関と連携協力し
取り組んでまいります。

対応方針 ※ 詳細は別添１参照

（１）早い段階での通行止めによる集中除雪等の実施
（２）除雪体制の強化
（３）関係機関との連携強化
（４）情報提供・啓発活動

【ご協力のお願い】

お出かけの際は、気象情報・道路情報に留意いただきながら必要
に応じチェーン等、十分な冬装備を行うようご協力をお願いします。

〈発表記者会〉青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、秋田県政記者会、

宮城県政記者会、山形県政記者クラブ、福島県政記者クラブ、

東北電力記者会、東北専門記者会

国土交通省 東北地方整備局 道路部 道路管理課
電話 ０２２－２２５－２１７１

課長 樋口 和則（内線４４１１）
課長補佐 大友 武彦（内線４４１２）
課長補佐 船木 仁 （内線４４１３）



別添１

円滑な道路交通確保に向けた大雪対応について

取組方針(１)

「早い段階での通行止めによる集中除雪等の実施」

①大雪時に問題が生じやすい区間の集中対応体制の整備
・・・・・ 今冬新規

・大雪時に急勾配箇所等のため車両が立ち往生しやすい区間を
「通行止め予定区間」として設定します。

対象：６１区間・・・別添２，３参照（一覧表、位置図）

②立ち往生車両の移動体制の強化
・・・・・ 今冬新規

・大雪時に動けなくなった車両を移動させる体制を一層強化します。
・災害対策基本法の改正により、道路管理者が所有者の許可

なく強制的に撤去できるようになりました。

※ 大型車両等の立ち往生が発生、もしくは大規模な立ち往生の発生のおそれがある

場合には、県警察と連携のうえ、早い段階で通行止め措置、集中的な除雪作業を

実施することにより、迅速に交通を確保するよう努めます。

※ なお、大雪時に立ち往生車両が発生いたしますと交通へ大きな影響
を与える可能性もありますので、お出かけの際は、気象情報・道路
情報に留意いただきながら必要に応じチェーン等、十分な冬装備を
行うようご協力をお願いします。

取組方針(２) 「除雪体制の強化」

①除雪車の移動状況を把握するための GPS 設置
・・・・・ 今冬新規

・効率的な除雪作業を行うことを目的に、職員等が除雪車の位置状況
を把握するため主要な除雪車に GPS を設置しました。（計３５６台）



GPS モニターのイメージ 除雪車の移動・稼働の確認状況

②除雪車の事前配置

・集中除雪や立ち往生車両の移動を効率的に行うため、大雪時には必
要に応じ 通行止め予定区間 に予め除雪車を事前配置する体制を強
化します。

③立ち往生車両移動の「実働訓練」の実施
・・・・・ 今冬新規

・大雪時等において立ち往生した車両が発生した場合、迅速かつ
的確に移動することが必要であることから、東北地方整備局職
員及び受注者を対象とした立ち往生車両移動の「実働訓練」を
実施しております。

・北東北地域対象
日時 平成２６年１１月１４日
場所 岩手県滝沢市 「岩手産業文化センター・アピオ」
参加者 約１５ 0 名

・南東北地域対象
日時 平成２６年１１月１８日
場所 山形県山形市 「山形総合スポーツセンター」
参加者 約１５ 0 名

実働訓練の様子（H26.11.14 岩手地区）

▲実車両を用いた車両移動に関する留意点の説明 ▲除雪グレーダを用いた実働訓練



取組方針(３) 「関係機関との連携強化」

①関係機関との調整会議の開催
主なﾒﾝﾊﾞｰ （警察、自治体、東日本高速道路（株）、

東北地方整備局、等）

・関係機関と連携強化を図るため、東北６県において冬期交通管理
に関する調整会議を開催し、大雪時の対応・連携について、以下の
取り組み方針、連絡体制等について確認を行いました。

・優先除雪区間
・関係機関へのリエゾンの派遣
・緊急時連絡体制 等

取組方針(４) 「情報提供・啓発活動」

①通行止め、迂回路、路面情報等についての情報提供

・道路利用者の皆さんへ、通行止め、迂回路、路面画像情報等に
ついて幅広く情報提供を行うため、日本道路交通情報センター、
道路情報板、ホームページ、チラシ、ラジオ及び記者発表等を
活用し情報提供を行います。

②冬装備の啓発活動、坂路手前でのチェーン装着指導

・冬装備不足による登坂不能車両を抑制するため、チラシ等による
啓発活動、現場状況に応じ、警察と連携し坂路手前でのチェーン
装着呼び掛け活動を行います。

◇冬装備啓発用チラシの例 ◇峠部手前におけるチェーン装着
呼び掛け活動

（山形県鶴岡市国道 112 号）



大雪時の通行止め予定区間 東北地整
NO 県名 事務所 路線名 箇所名 市町村 延長（km） 備考
（1） 青森 青森河川国道 4 目時 三戸町 3.3
（2） 青森 青森河川国道 7 鶴ヶ坂 青森市 0.6
（3） 青森 青森河川国道 7 大釈迦 青森市 2.1
（4） 青森 青森河川国道 7 矢立峠 平川市 0.6
（5） 青森 青森河川国道 104 烏沢 八戸市 0.8
（6） 岩手 岩手河川国道 4 岩手北部 滝沢市・岩手町・一戸町・二戸市 49.1
（7） 岩手 岩手河川国道 4 岩手南部 一関市・平泉町・奥州市 20.1
（8） 岩手 三陸国道 45 通岡峠 陸前高田市・大船渡市 13.8
（9） 岩手 三陸国道 45 越喜来 大船渡市・釜石市 32.8
（10） 岩手 三陸国道 45 釜石 釜石市 1.4
（11） 岩手 三陸国道 45 織笠 山田町 0.6
（12） 岩手 三陸国道 45 ブナ峠 山田町 5.4
（13） 岩手 三陸国道 45 宮古 宮古市 15.2
（14） 岩手 三陸国道 45 水沢 宮古市 5.2
（15） 岩手 三陸国道 45 岩泉 岩泉町 2.3
（16） 岩手 三陸国道 45 尾肝要 田野畑村 4.7
（17） 岩手 三陸国道 45 普代 普代村 6.5
（18） 岩手 三陸国道 45 野田峠 久慈市 2.2
（19） 岩手 三陸国道 45 宇津目峠 久慈市・洋野町 15.2
（20） 岩手 三陸国道 283 仙人峠 釜石市・住田町・遠野市 18.4
（21） 宮城 仙台河川国道 4 大衡地区 大衡村・大崎市 2.0
（22） 宮城 仙台河川国道 4 築館地区 栗原市 5.2
（23） 宮城 仙台河川国道 45 左坂地区 松島町・東松島市 6.0
（24） 宮城 仙台河川国道 45 横山峠 登米市・南三陸町 9.5
（25） 宮城 仙台河川国道 45 志津川・本吉 南三陸町・気仙沼市 27.5
（26） 宮城 仙台河川国道 45 唐桑地区 気仙沼市・陸前高田市 8.9
（27） 秋田 秋田河川国道 7 象潟 にかほ市 4.0
（28） 秋田 秋田河川国道 7 八郎潟 八郎潟町・三種町 7.1
（29） 秋田 秋田河川国道 13 船岡 大仙市 4.5
（30） 秋田 秋田河川国道 46 刺巻 仙北市 11.7
（31） 秋田 秋田河川国道 46 西長野 仙北市・大仙市 1.3
（32） 秋田 秋田河川国道 46 協和稲沢 大仙市 7.1
（33） 秋田 湯沢河川国道 13 雄勝峠 湯沢市 11.9
（34） 秋田 湯沢河川国道 13 峰吉川 大仙市 4.6
（35） 秋田 能代河川国道 7 北秋田 能代市・北秋田市・大館市 18.2
（36） 秋田 能代河川国道 7 矢立 大館市 8.6
（37） 山形 山形河川国道 13 赤湯 南陽市 4.0
（38） 山形 山形河川国道 13 上台 新庄市・金山町 3.3
（39） 山形 山形河川国道 13 中田 金山町・真室川町・湯沢市 12.9
（40） 山形 山形河川国道 47 蔵岡 新庄市・戸沢村 10.3
（41） 山形 山形河川国道 47 古口 戸沢村 9.9
（42） 山形 山形河川国道 112 月山沢 西川町 8.8
（43） 山形 山形河川国道 113 宇津 小国町・飯豊町 13.6
（44） 山形 酒田河川国道 7 由良坂 鶴岡市 9.6
（45） 福島 福島河川国道 4 二本松 福島市 6.6
（46） 福島 福島河川国道 4 伏拝 福島市 8.9
（47） 福島 郡山河川国道 4 白河・西郷 白河市・西郷村 12.9
（48） 福島 郡山河川国道 4 須賀川 須賀川市 4.6
（49） 福島 郡山河川国道 4 郡山 郡山市 13.8
（50） 福島 郡山河川国道 49 中山峠 郡山市・猪苗代町 19.6
（51） 福島 郡山河川国道 49 猪苗代会津若松 猪苗代町・会津若松市 22.0
（52） 福島 郡山河川国道 49 藤峠 会津坂下町・柳津町・西会津町 11.8
（53） 福島 郡山河川国道 49 鳥井峠 西会津町・津川町 20.4
（54） 福島 磐城国道 49 大利 いわき市 9.0
（55） 福島 磐城国道 49 長沢峠 いわき市 18.6
（56） 宮城・福島 仙台・福島 4 国見峠 白石市・国見町 10.8
（57） 山形・福島 山形・福島 13 栗子 米沢市・福島市 23.8
（58） 岩手・秋田 岩手・秋田 46 仙岩道路 雫石町・仙北市 14.9
（59） 宮城・山形 仙台・山形 47 鳴子地区 大崎市・最上町 14.6
（60） 宮城・山形 仙台・山形 48 関山峠 仙台市・東根市 15.3
（61） 山形 山形・酒田 112 月山道路 西川町・鶴岡市 26.7

61 区間 665.1 km
※上記以外の区間においても、気象条件や交通状況により通行止めを行う場合があります。

合　　　計
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141226　東北地整大雪時の通行止め予定区間

(4) 7号 矢立峠
403k400～404k000
L=0.6km

(3) 7号 大釈迦

454k100～456k200
L=2.1km

(58)46号 仙岩道路
26k200～41k100
L=14.9km

(60)48号 関山峠
26k800～42k100
L=15.3km

(36) 7号 矢立
394k600～403k200
L=8.6km

(27) 7号 象潟

197k900～201k900
L=4.0km

(28) 7号 八郎潟

299k600～306k700
L=7.1km

(29) 13号 船岡

280k900～285k400
L=4.5km

(30) 46号 刺巻

43k700～55k400
L=11.7km

(31) 46号 西長野
71k800～73k100
L=1.3km

(32) 46号 協和稲沢

77k300～84k400
L=7.1km

(33) 13号 雄勝峠

182k200～194k100
L=11.9km

(34) 13号 峰吉川

272k000～276k600
L=4.6km

(43) 113号 宇津

91k200～104k800
L=13.6km

(57)13号 栗子
11k700～35k500
L=23.8km

(39) 13号 中田
169k300～182k200
L=12.9km

(44) 7号 由良坂

130k800～140k400
L=9.6km

(50)49号 中山峠

85k000～104k600
L=19.6km

(51)49号猪苗代会津若松

104k600～126k600
L=22.0km

(52) 49号 藤峠

150k500～162k300
L=11.8km

(53) 49号 鳥井峠

162k300～183k300
L=20.4km

(2) 7号 鶴ヶ坂
456k200～456k800
L=0.6km

(61)112号 月山道路
51k300～78k000
L=26.7km

(35) 7号 北秋田
354k900～373k100
L=18.2km

(41) 47号 古口

142k100～152k000
L=9.9km

(40) 47号 蔵岡

131k800～142k100
L=10.3km

(38) 13号 上台
163k500～166k800
L=3.3km

(5) 104号 烏沢
8k600～9k400
L=0.8km

(6) 4号 岩手北部

547k000～596k100
L=49.1km

(13) 45号 宮古

264k100～279k300
L=15.2km

(55) 49号 長沢峠

14k400～33k000
L=18.6km

(1) 4号 目時
623k000～626k300
L=3.3km

(20) 283号 仙人峠

0k000～18k400
L=18.4km

(48) 4号 須賀川

215k100～219k700
L=4.6km

(49) 4号 郡山

219k700～232k400
L=13.8km

(56)4号 国見峠

289k800～300k600
L=10.8km

(46) 4号 伏拝

258k900～267k800
L=8.9km

(11) 45号 織笠

235k700～236k300
L=0.6km

(16) 45号 尾肝要

312k700～317k400
L=4.7km

(18) 45号 野田峠

349k000～351k200
L=2.2km

(19) 45号 宇津目峠

361k600～376k800
L=15.2km

(9) 45号 越喜来

176k200～209k000
L=32.8km

(10) 45号 釜石

215k700～217k100
L=1.4km

(15) 45号 岩泉

295k000～297k300
L=2.3km

(42) 112号 月山沢

40k800～49k600
L=8.8km

(37) 13号 赤湯

61k500～65k200
L=4.0km

(47)4号 白河・西郷

182k200～195k100
L=12.9km

(54) 49号 大利

5k400～14k400
L=9.0km

(23)45号 左坂地区
31k200～37k200
L=6.0km

(21) 4号 大衡地区
381k100～383k100
L=2.0km

(24)45号 横山峠
77k200～86k700
L=9.5km

(22) 4号 築館地区
406k600～411k800
L=5.2km

(59)47号 鳴子地区
75k500～90k100
L=14.6km

(25)45号 志津川・本吉
93k500～121k000
L=27.5km

(8) 45号 通岡峠

149k800～163k600
L=13.8km

(26)45号 唐桑地区

138k100～147k000
L=8.9km

(7) 4号 岩手南部

435k700～455k800
L=20.1km

(45) 4号 二本松

250k400～257k000
L=6.6km

※上記以外の区間においても、気象条件や交通状況により通行止めを行う場合があります。

(14) 45号 水沢

285k600～290k800
L=5.2km

(17) 45号 普代

331k000～337k500
L=6.5km

(12) 45号 ブナ峠

241k500～246k900
L=5.4km
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