
記者発表資料

平成２８年１１月 １日

酒 田 河 川 国 道 事 務 所

「冬期道路交通安全確保」のため、

国道の冬支度を開始

～庄内地域の地吹雪対策として、防雪柵の建て込み作業を始めます～

酒田河川国道事務所では、冬期間の道路交通確保を行うため庄内地域の地吹雪対策と

して、国道７号、４７号、１１２号、日東道に防雪柵を設置していますが、冬期以外は

景観に配慮するため一部区間を除き収納しています。本格的な降雪期が到来する１２月

上旬までに建て込みを終えるため、１１月上旬から順次作業を開始しますので、お知ら

せします。

なお、防雪柵の収納する時期は来春４月以降に実施する予定です。

○酒田国道維持出張所管内（建て込み柵の延長8.2km、11月7日より開始）

国道 ７号 酒田市広野地区～遊佐町吹浦地区 （11月上旬～12月上旬）

国道 ４７号 庄内町狩川地区～庄内町常万地区 （11月上旬～11月下旬）

○鶴岡国道維持出張所管内（建て込み柵の延長11.1km、11月7日より開始）

国道 ７号 鶴岡市田川地区～三川町成田新田地区（11月上旬～12月上旬）

国道１１２号 鶴岡市遠賀原地区～鶴岡市本田地区 （11月上旬）

○月山国道維持出張所管内（建て込み柵の延長3.1km、11月14日より開始）

国道１１２号 鶴岡市丸岡地区～鶴岡市板井川地区 （11月上旬～12月上旬）

※天候や作業の状況により、予定箇所が変わる場合があります。詳しくは、下記の

各出張所にお問い合わせださい。

発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会、FM 山形、酒田 FM、コミュニティしんぶん

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 TEL0234-27-3331（代表）

道 路 管 理 課 長 田村 正樹 （内線 431）
た むら まさ き

酒田国道維持出張所長 伊藤 正樹 （TEL 0234-34-2331）
い とう まさ き

鶴岡国道維持出張所長 佐々木 和嗣 （TEL 0235-22-4738）
さ さ き かず し

月山国道維持出張所長 青 柳 秀 幸 （TEL 0235-57-5011）
あおやぎ ひでゆき



【酒田国道維持出張所】

国道名 市町村名 地区名 管理延長
防雪柵

設置延長
建て込み時期 目標物

７号 酒田市 酒田市広野～広栄町地区 約2.6㎞ 11月上旬～下旬

吉田新田地区 約0.8㎞ 11月上旬 11月7日(月) 酒田市吉田新田地内 170.76kp～ 上安町交差点北側（下り線）

豊里地区 約0.8㎞ 11月中旬

広栄町～京田地区 約1.0㎞ 11月上旬 11月7日(月) 酒田市広野地内 156.34kp～ おばこ大橋酒田側（下り線）

遊佐町 吹浦地区 約0.1㎞ 12月上旬 

４７号 庄内町 廻館～余目新田地区 約0.5㎞ 11月上旬 11月7日(月) 庄内町廻館地内 166.49kp～ JA庄内たがわ新余目農機ｾﾝﾀｰより酒田側（下り線）

狩川～南野地区 約1.7㎞ 11月中旬～下旬

常万地区 約0.7㎞ 11月上旬

４７号
余目酒田道路

酒田市 新堀～大町地区 6.0㎞ 約3.0㎞ － 通年存置

酒田国道計 65.7㎞ 約14.6㎞ 約8.2㎞

【鶴岡国道維持出張所】

国道名 市町村名 地区名 管理延長
防雪柵

設置延長
建て込み時期 目標物

７号 鶴岡市 田川～矢馳地区 約2.8㎞ 11月上旬～12月上旬 11月7日(月) 鶴岡市矢馳地内 142.31kp～ 鶴岡防災ST　（下り線）

矢馳～本田地区 約3.0㎞ 11月上旬～12月上旬 11月7日(月) 鶴岡市荒井京田地内 147.30kp～ ボイス駐車場　（下り線）

三川町 青山～成田新田地区 約3.8㎞ 11月上旬～12月上旬 11月7日(月) 三川町成田新田地内 155.62kp～ 成田新田交差点　（下り線）　　駐車場無

１１２号 鶴岡市 遠賀原～本田地区 8.1㎞ 約1.5㎞ 約1.5㎞ 約1.5㎞ 11月上旬 11月7日(月) 鶴岡市播磨地内 149.39kp～ 播磨交差点付近　（下り線）　　駐車場無

日東道 鶴岡市 大広～山田地区 24.8㎞ 約6.5㎞ － 通年存置

鶴岡国道計 80.1㎞ 約21.1㎞ 約11.1㎞

【月山国道維持出張所】

国道名 市町村名 地区名 管理延長
防雪柵

設置延長
建て込み時期 目標物

１１２号 鶴岡市 丸岡～板井川地区 34.6㎞ 約4.7㎞ 約3.1㎞ 11月上旬～12月上旬 11月14日(月) 鶴岡市西荒屋地内 85.90kp～ ﾌﾙｰﾂﾀｳﾝ産直あぐり付近（下り線）

月山国道計 34.6㎞ 約4.7㎞ 約3.1㎞

管理延長
防雪柵

設置延長

83.7㎞ 約19.5㎞

29.2㎞ 約8.2㎞

42.7㎞ 約6.2㎞

24.8㎞ 約6.5㎞

180.4㎞ 約40.4㎞

酒田河川国道事務所 各出張所管内毎の防雪柵建て込み延長と時期について

防雪柵
建て込み延長

約5.3㎞約6.4㎞

約2.9㎞約5.2㎞

36.5㎞

23.2㎞

約4.6㎞

－

約22.4㎞

47.2㎞

管内総計

７号

４７号

１１２号

日東道

約13.1㎞

酒田河川国道事務所管内計

約2.9㎞

開始予定日・場所

開始予定日・場所

開始予定日・場所

防雪柵
建て込み延長

防雪柵
建て込み延長

約9.6㎞

※天候や作業の状況により、予定箇所が変わる場合があります。詳しくは、各出張所に
お問い合わせください。

防雪柵
建て込み延長

約14.9㎞

参考資料
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国道７号

防雪柵設置延長 6.4km

防雪柵建込延長 5.3km

国道４７号

防雪柵設置延長 5.2km

防雪柵建込延長 2.9km

国道7号

防雪柵設置延長 13.1km

防雪柵建込延長 9.6km

日東道

防雪柵設置延長 6.5km

防雪柵建込延長 0km

国道112号

防雪柵設置延長 4.7km

防雪柵建込延長 3.1km

国道112号

防雪柵設置延長 1.5km

防雪柵建込延長 1.5km

国道４７号（余目酒田道路）

防雪柵設置延長 3.0km

防雪柵建込延長 0km
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