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東 北 地 方 整 備 局記者発表資料
東日本高速道路株式会社東北支社

年末年始における大雪への対応について

１２月３０日から強い冬型の気圧配置に伴い、北日本から西日本にか
けて日本海側を中心に広い範囲で大雪となりました。管内では記録的な
降雪となり交通障害が懸念されましたが、大規模な車両の滞留等を回避
し、年末年始の交通を確保する事ができました。
この間、国民の皆さまには、不要不急の外出の自粛、冬タイヤの装着

やチェーンの携行及び早期装着などにご協力いただきありがとうござい
ました。

、 、 。■東北地整 NEXCO東日本東北支社として 以下の取り組みを実施しました

関係機関との連名による大雪に対する緊急発表（ ）を実施① 12/28
（別紙１参照）

予防的な通行止めによる集中除雪等の実施②
（別紙２参照）

道路情報板によるチェーン装着等の周知③
（別紙３参照）

相互応援に関する協定に基づき、ＮＥＸＣＯ東日本管理区間の除雪協力④
を実施

（別紙４参照）
ＮＥＸＣＯ東日本による、高速道路における通行止めの可能性がある区⑤
間の公表により不要不急の外出の自粛を促すとともに、並行する道路の
道路管理者（岩手県、秋田県）との連絡調整を実施

（別紙５参照）

東北地方では１月７日（木）から再び強い寒気が入り、大雪となる予報
、 、となっていることから 前回同様に事前の広報等を実施して参りますので

道路を利用される皆様には、引き続き大雪の際の外出自粛等、ご協力をお
願いいたします。

最新の気象情報や道路情報は、こちらをご覧下さい。
［気象庁 防災情報］気象情報 HP
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/102_index.html

［国交省 ］道路情報 HP
http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/fuyulink/index.html

http://keitai.thr.mlit.go.jp/road/i/

［ネクスコ東日本 ］HP
https://www.drivetraffic.jp/map.html

〈発表記者会〉青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、宮城県政記者会、秋田県政記者会、

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

（ お 問 合 せ 先 ） 東北地方整備局 道路部 道路管理課
電話 ０２２－２２５－２１７１

課長 石津 健二（内線４４１１）
い し つ け ん じ

課長補佐 松本 章（内線４４１２）
まつもと あきら

（ ）NEXCO東日本 東北支社 広報課 報道関係者専用
電話 ０２２－２１７－１７０６



令和2年12月30日(水)～令和3年1月2日(土)大雪対応について（直轄国道関係）

東北地方整備局

道路部

天気図（R3年1月1日9時） 出典：気象庁

北日本の上空約5000mに氷点下
３６度以下の寒気が流れ込み、強い

冬型となったため、日本海側を中心
に大雪となった。

山形県新庄市内の状況

・大 曲（秋田） ４日間計123cm 最大48cm/日 累加315cm
・横 手（秋田） ４日間計179cm 最大73cm/日 累加562cm
・湯 沢（秋田） ４日間計170cm 最大59cm/日 累加512cm
・最 上（山形） ４日間計 84cm 最大30cm/日 累加292cm
・尾花沢（山形） ４日間計170cm 最大60cm/日 累加565cm

概要
主な東北地整観測箇所の降雪状況

(12月30日8時～1月3日8時４日間降雪データ)

交通状況 ・社会的影響のある交通障害の発生なし。

Ｅ１３（東中道）新庄市内 令和3年1月1日

大雪警報の発表状況

1日0：17～1日15：15仙北平鹿地域、湯沢雄勝地域

〈秋田県〉

〈山形県〉

1日 2:24～1日15:19 西置賜
1日 7:54～1日15:19 最上
1日10:22～1日15:19   北村山
2日13:35～2日20:14    庄内南部

＜参考＞東北地整管内平均
・過去５ヶ年同日比 累加１１４ｃｍ
・前年同日比 累加 ７７ｃｍ

山形県尾花沢市内の状況

Ｒ１３尾花沢市内 令和3年1月1日



別紙１

○運輸局、気象台及びＮＥＸＣＯ東日本との連名による緊急発表を実施（12月28日（金））

○ 12月30日頃から1月1日にかけての大雪に備え、ドライバー等の皆様へ呼びかけの実施

▲12月28日発表 大雪に対する緊急発表

大雪に対する緊急発表について（12月28日）



予防的な通行止めによる集中除雪等について

北上西IC
北上市
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E13東北中央自動車道
（雄勝こまちIC～湯沢ＩＣ）
【雪】予防的通行止め
12月31日18:00～1月2日6:00

至 山形市
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E13東北中央自動車道
（下院内～上院内）
【雪】予防的通行止め
1月1日9:00～1月2日7:00

NEXCO管理区間
E13東北中央自動車道
（湯沢IC～横手ＩＣ）
【雪】予防的通行止め
12月31日18:00～1月2日6:00

NEXCO管理区間
E46秋田道（湯田IC～協和ＩＣ）
【雪】全面通行止め
12/31 23:00～1/1 17:00

※9:00一部解除
1/ 1 22:00～1/2  6:00

【片交】
国道107号（岩手県管理）
※雪崩による応急復旧
12/25～ 片側交互通行

NEXCO管理区間
E46秋田道
（北上西IC～湯田ＩＣ）
【事故】全面通行止め
1/1 20:19～1/1 23:10

別紙２

○NEXCOと連携しＥ１３東北中央自動車道（雄勝こまちＩＣ～横手ＩＣ）の予防的な通行止めの実施

○上記のうち、雄勝こまちＩＣ～湯沢ＩＣ間（直轄国道）、湯沢ＩＣ～横手ＩＣ間（NEXCO東日本）

○Ｅ１３東北中央自動車道（下院内～上院内）の予防的な通行止めの実施

■内容
○E13東中道（雄勝こまちIC～横手IC間）予防的な通行止め

※NEXCO東日本管理区間含む
※雄勝こまちＩＣ～湯沢ＩＣ間（直轄国道）
※湯沢ＩＣ～横手ＩＣ間（NEXCO東日本）

・期間：12/31_18:00～1/2_6:00
○ E13東中道（下院内～上院内間）予防的な通行止め

・期間：1/1_9:00～1/2_7:00

位置図

▲予防的な通行止め実施

至 秋田市



道路情報板によるチェーン装着等の周知について 別紙３

○道路情報板を活用した除雪状況等の周知による安全通行のお願い実施

○２８日の緊急発表を踏まえた、不要不急の外出自粛のお願い実施

○SNSによる大雪に備えたドライバー等への呼びかけの実施

▲SNSによるドライバー等への呼びかけ
（山形河川国道事務所ツイッターより）

▲道路情報板によるチェーン装着等の周知
（国道48号作並道路情報板）

▲道路情報板を活用した道路状況等の周知
（道路情報板の表示内容）



ＮＥＸＣＯ東日本管理区間の除雪協力について 別紙４

○相互応援に関する協定に基づき、ＮＥＸＣＯ東日本管理区間の除雪協力の実施

○1/1にＥ１３東北中央自動車道（湯沢ＩＣ～十文字ＩＣ間）の除雪協力

湯沢IC

十文字IC

雄勝こまちIC

107

13

13

■除雪協力
E13東北中央自動車道
（湯沢IC～十文字ＩＣ）
【雪】予防的通行止め
12月31日18:00～1月2日6:00

■概要
Ｅ１３東中道（湯沢ＩＣ～横手ＩＣ）の雪による全面

通行止めの規制解除に向け、秋田河川国道事務
所から除雪協力を実施

・通行止め期間：12/31 18:00～1/2 6:00
・対応：秋田河川国道事務所

ロータリー除雪車 １台

至 山形市

至 秋田市

至

北
上
市

横手IC

湯沢市

横手市

▲国交省ロータリー除雪車による除雪協力



別紙５

○大雪による通行止めの可能性がある区間の発表を実施（ＮＥＸＣＯ東日本）

○上記発表前に接続道路、並行道路管理者（岩手県、秋田県）へ情報連絡の実施

▲通行止めの可能性のある区間 ３１日午前６時００分時点
（NEXCO東日本ＨＰより）

高速道路における通行止め可能性区間の公表について（ＮＥＸＣＯ東日本）

■概要
・大雪による通行止めの可能性がある区間を発表し、
不要不急の外出をお控え頂くとともに、やむを得ない
場合の冬タイヤの装着、チェーンの携行をお願いした
もの

■内容
・12月31日6時00分時点から1月2日6時00分時点まで
・合計９回の発表を実施

○Ｅ４６秋田道、Ｅ１３東中道（湯沢横手道路）において、
予防的な通行止めを実施


