
⑤二本松地区

⑥伏拝地区

⑦国見地区
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国見ＩＣ

福島飯坂ＩＣ

福島西ＩＣ

須賀川ＩＣ

いわき中央ＩＣ

二本松ＩＣ

矢吹ＩＣ

会津若松ＩＣ

磐梯河東ＩＣ
猪苗代ＩＣ

南相馬ＩＣ

那須ＩＣ

①白河地区

至 白石ＩＣ

②矢吹地区

白河ＩＣ

郡山ＩＣ

本宮ＩＣ

④郡山地区

③須賀川地区

小野ＩＣ

⑫小野地区

相馬ＩＣ

⑧相馬地区

郡山南ＩＣ

いわき湯本ＩＣ

いわき勿来ＩＣ

◆国道における重点除雪区間（通行止め想定区間）

⑬田村地区

⑭熱海地区

⑮猪苗代地区

⑯柳津地区

⑰西会津地区

津川ＩＣ

会津坂下ＩＣ
西会津ＩＣ

⑪いわき地区

⑨双葉地区

⑩楢葉地区

浪江ＩＣ

常磐富岡ＩＣ

広野ＩＣ

いわき三和ＩＣ

N

重点除雪区間（通交止め想定区間）の事前設定 （H28版）

（Ｈ28追加）



名称 事務所名 路線名 区間 延長 高速道路対応区間 ICアクセス道路（管理者）

①白河地区 郡山国道 国道 4号
起点： 栃木県那須町大字高久甲

17.3km
東北自動車道 那須IC： （主）那須高原線（栃木県）

終点： 福島県西郷村大字小田倉 那須IC～白河IC 白河IC： 国道４号（国）

②矢吹地区 郡山国道 国道 4号
終点： 福島県西郷村大字小田倉

15.4km
東北自動車道 白河IC： 国道４号（国）

終点： 福島県矢吹町字赤沢 白河IC～矢吹IC 矢吹IC： 国道４号（国）

③須賀川地区 郡山国道 国道 4号
起点： 福島県須賀川市大黒町

9.2km
東北自動車道 須賀川IC： 国道１１８号（福島県）

終点： 福島県郡山市安積町成田 須賀川IC～郡山南IC 郡山南IC： （主）郡山長沼線（福島県）

④郡山地区 郡山国道 国道 4号
終点： 福島県郡山市安積町成田

5.0km
東北自動車道 郡山南IC： （主）郡山長沼線（福島県）

終点： 福島県郡山市富田町 郡山南IC～郡山IC 郡山IC： 国道４９号（国）

⑤二本松地区 福島河国 国道 4号
起点： 福島県二本松市上竹一丁目

6.6km
東北自動車道 二本松IC： 国道４５９号（福島県）

終点： 福島県福島市松川町下川崎 二本松IC～福島西IC 福島西IC： 国道１１５号（福島県）

⑥伏拝地区 福島河国 国道 4号
起点： 福島県福島市松川町沼袋

8.9km
東北自動車道 二本松IC： 国道４５９号（福島県）

終点： 福島県福島市黒岩字堂ノ後 二本松IC～福島西IC 福島西IC： 国道１１５号（福島県）

⑦国見地区 福島河国 国道 4号
起点： 福島県伊達郡国見町大字石母田

10.9km
東北自動車道 国見IC： （主）白石国見線（福島県）

終点： 宮城県白石市斎川字斎川 国見IC～白石IC 白石IC： 国道４号（国）

⑧相馬地区 磐城国道 国道 6号
起点： 福島県南相馬市鹿島区大字鹿島字北田

6.6km
常磐自動車道 南相馬IC： （主）原町・川俣線（福島県）

終点： 福島県相馬市日下石字金谷 南相馬IC～相馬IC 相馬IC： 国道１１５号（福島県）

⑨双葉地区 磐城国道 国道 6号
起点： 福島県双葉郡浪江町大字権現堂

18.0km
常磐自動車道 浪江IC： 国道１１４号（福島県）

終点： 福島県双葉郡富岡町 浪江IC～常磐富岡IC 常磐富岡IC： 県道３６号（福島県）

⑩楢葉地区 磐城国道 国道 6号
起点： 福島県双葉郡富岡町

11.1km
常磐自動車道 常磐富岡IC： 県道３６号（福島県）

終点： 福島県双葉郡楢葉町 常磐富岡IC～広野IC 広野IC： 県道３９３号（福島県）

⑪いわき地区 磐城国道 国道49号
起点： 福島県いわき市好間町北好間

9.0km
磐越自動車道 いわき中央IC： 国道４９号（国）

終点： 福島県いわき市三和町合戸 いわき中央IC～いわき三和IC いわき三和IC： 国道４９号（国）

⑫小野地区 磐城国道 国道49号
起点： 福島県いわき市三和町合戸

18.6km
磐越自動車道 いわき三和IC： 国道４９号（国）

終点： 福島県いわき市三和町中三坂 いわき三和IC～小野IC 小野IC： 国道３４９号（福島県）

⑬田村地区 郡山国道 国道49号
起点： 福島県郡山市田村町糠塚

1.1km
磐越自動車道 小野IC：（主）小野・田母神線（福島県）

終点： 福島県郡山市田村町田母神 小野IC～船引三春IC 船引三春IC：（主）飯野･三春･石川線(福島県)

⑭熱海地区 郡山国道 国道49号
起点： 福島県郡山市熱海町中山

6.8km
磐越自動車道 磐梯熱海IC：（主）中の沢・熱海線（福島県）

終点： 福島県耶麻郡猪苗代町山潟 磐梯熱海IC～猪苗代磐梯高原IC 猪苗代磐梯高原IC：国道115号（福島県）

⑮猪苗代地区 郡山国道 国道49号
起点： 福島県耶麻郡猪苗代町大字堅田

22.0km
磐越自動車道 猪苗代磐梯高原IC：国道115号（福島県）

終点： 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀 猪苗代磐梯高原IC～会津若松IC 会津若松IC：国道121号（福島県）

⑯柳津地区 郡山国道 国道49号
起点： 福島県河沼郡会津坂下町大字坂本

11.8km
磐越自動車道 会津坂下IC：国道49号（国）

終点： 福島県耶麻郡西会津町大字野沢 会津坂下IC～西会津IC 西会津IC：国道49号（国）

⑰西会津地区 郡山国道 国道49号
起点： 福島県耶麻郡西会津町大字野沢

20.4km
磐越自動車道 西会津IC：国道49号（国）

終点： 新潟県東蒲原郡阿賀町野村 西会津IC～津川IC 津川IC：（主）89号津川ｲﾝﾀｰ線（新潟県）

国道の重点除雪区間と並行する高速道路IC間 （Ｈ２８版）

◆国道における重点除雪区間（通行止め想定区間）と並行する高速道路のIC間は以下のとおり。
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