
         

第４回 国道 8号冬期道路交通確保対策会議 

 

平成 30 年 12 月 18 日（火）10:00～ 

福井河川国道事務所 3階第 2･第 3 会議室 

 

 

次  第 

 

 

１． 開 会 

 

 

２． 挨 拶 委員長（近畿地方整備局 道路部長） 

 

 

３． 議 題 

（１）冬期道路交通確保の取り組み状況について   ・・・・資料１ 

   国道８号の機能強化等に係る調査について   ・・・・資料２ 

（２）今後のスケジュールについて         ・・・・資料３ 

 

 

４． その他 
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冬期道路交通確保の取り組み状況について

平成３０年１２月１８日

資料１



１．状況の整理

①福井～石川県境部を中心とした大雪が発生
②福井市内で37年ぶりとなる140cmを超える記録的積雪量
③関西圏と北陸地方を結ぶ重要路線

気象・地域特性

①北陸自動車道の通行止めにより、国道8号に交通が集中
②立ち往生車両により最大で約1,500台の車両滞留が発生
③福井・石川県境部で66時間の通行止め

国道８号の状況

２．今後の対応

【視点】
Ⅰ 除雪体制の強化 Ⅱ 関係機関の連携の強化 Ⅲ 集中的な大雪時の予防的な通行規制・集中除雪
の実施 Ⅳ チェーン等の装着の徹底 Ⅴ 集中的な大雪時の需要抑制 Ⅵ 立ち往生発生時の迅速な
対応 Ⅶ スポット対策、車両待機スペースの確保 Ⅷ 基幹的な道路ネットワークの強化

①大雪に伴い、最大で31時間の通行止め
②ICアクセスの除雪の遅れによりIC部で車両滞留が発生
⇒除雪作業に影響

③除雪完了後は、国道8号の通行止めを受けて
無料解放措置を実施

北陸自動車道の状況

①国、福井県、高速道路会社、警察、気象台、自衛隊等
からなる 「福井県冬期道路情報連絡室」を設置
⇒各道路管理者の情報を共有

②豪雪時の対策について、雪害期前に警察等との合同訓練
を実施 （南越前町赤萩～敦賀市赤崎）

対策の状況
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１．冬期の交通確保対策について～課題と対応方針の整理～

【目標】
○北陸自動車道や国道8号などの幹線道路の通行規制や大規模な車両滞留を可能な限り回避
○通行規制する場合、集中的な除雪を効率的に実施し、通行規制時間をできる限り短縮

第３回資料より



３．課題と対応方針の整理

視点 課題 対応方針

Ⅰ 除雪体制の強化

Ⅱ 関係機関の連携の
強化

Ⅲ 集中的な大雪時の
予防的な通行規制・
集中除雪の実施

■過去の大雪の経験を踏まえ、これまでに国道８号福井県南
越前町～敦賀市間についての除雪の強化体制は構築
（Stop&Go作戦）

■今回（H３０．２月）に福井・石川県境部における集中的な大
雪の継続により、チェーン未装着の大型車両の立ち往生、
大規模な車両滞留が発生

■道路管理者は、各々管理する道路の除雪作業に従事

■既存の「福井県冬期道路情報連絡室」の情報共有等のあり
方に課題

◆リスク箇所の事前把握と「除雪優先区間」の設定
◆タイムライン（段階的な行動計画）の作成

◆関係機関の連携の強化（国道事務所を主体とした「福井
県冬期道路情報連絡室」の設置と合同訓練の実施など）

◆地域状況に応じた除雪体制の強化
・除雪機械の増強
・除雪方法の改善
・除雪計画の策定

◆道路管理者間の協力体制の構築（広域的な除雪支援
体制の構築）

Ⅳ チェーン等の装着の
徹底

■チェーン未装着の大型車による立ち往生が複数発生
■北陸自動車道の通行規制により、国道8号に交通が集中
■立ち往生車両の移動に時間を要し、大規模な車両滞留が

発生

◆チェーン等の装着の徹底

Ⅴ 集中的な大雪時の
需要抑制

（一般住民やドライバー
への情報提供）

■気象庁と連携し「大雪に関する緊急発表」を記者発表し、外
出抑制を呼びかけ

■ホームページ等で道路利用者に注意喚起
■北陸自動車道、国道8号の交通量に大きな変化なし

◆集中的な大雪時の需要抑制と広域迂回の呼びかけ
・多様な広報媒体の活用、情報提供方法や内容の工夫

・広域迂回の呼びかけ（高速道路の例）
・広域迂回の呼びかけ（幹線道路の例）
・ETC2.0を活用した道路降雪情報の提供

１．冬期の交通確保対策について～課題と対応方針の整理～
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３．課題と対応方針の整理

視点 課題 対応方針

Ⅲ 集中的な大雪時の
予防的な通行規制・
集中除雪の実施

Ⅵ 立ち往生発生時の
迅速な対応

Ⅶ スポット対策、車両
待機スペースの確保

■過去の大雪の経験を踏まえ、南越前町～敦賀市間の立ち往生車
両の移動体制は構築（Stop&Go作戦）

■新たに発生した福井・石川県境部での集中的な大雪により、チェー
ン未装着の大型車両の立ち往生が複数発生

■既存のCCTVでは不可視部分が存在
■立ち往生車両の発見・対応の遅れ
■走行不能車両の待避スペースがなく、後続の車両の通行に支障

◆監視体制の強化
・CCTVの増設

・ＡＩ技術を活用した交通障害自動検知システ
ムの検討

・ＧＰＳを活用した除雪体制の強化
◆車両待避スペース等の整備
◆沿道施設管理者との待機所利用の調整
◆通行規制の要領
◆滞留車両への必要物資の提供体制の検討

Ⅷ 基幹的な道路ネット
ワークの強化

■現道の2車線区間で立ち往生が多く発生

■縦断勾配、狭小な路肩幅員など道路構造に課題

■緊急物資の輸送拠点につながる道路ネットワークの強化

◆福井バイパス・８号防災・敦賀防災の事
業推進

◆国道８号の機能強化等に係る調査の実施
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１．冬期の交通確保対策について～課題と対応方針の整理～
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２．平成３０年度の雪害対応①
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＜福井県冬期情報連絡室でタイムラインの共有＞【Ｐ６・P７参照】

●福井県冬期情報連絡室を１１月８日設置（※１）
【参加組織】国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所、福井県、福

井県県警本部、中日本高速道路（株）金沢支社、西日本高速道
路（株）関西支社、福井地方気象台、自衛隊福井地方協力本部
他、必要と認める者

【内 容】（１）各機関が収集する降雪状況と気象予測の情報共有
（２）通行規制、路面状況、交通状況の情報共有
（３）広報の実施（需要抑制、広域迂回、通行規制予告等）
（４）優先除雪区間、除雪体制の共有、相互除雪支援体制
（５）立ち往生車への物資支援の調整
※福井河川国道事務所と金沢河川国道事務所、福井県でテレ

ビ会議のためのネットワークを構築
※各機関のＣＣＴＶ画像を共有するためのネットワークを構築

●雪害合同訓練を１０月３１日に実施（※２）
●調整会議、合同訓練を踏まえたタイムラインを共有

＜地域状況に応じた除雪体制の強化＞【Ｐ８・Ｐ９参照】

●新たに排雪場を追加（１３，０００ｍ２）

＜道路管理者間の協力体制の構築＞【Ｐ１０参照】

●国道８号と北陸道を繋ぐアクセス道路（県管理：金津イン
ター線、丸岡インター線、鯖江インター線、武生インター線）
について国や高速道路会社による除雪支援

●国道８号沿道施設駐車場（協力者）について福井県による
除雪支援

訓練の状況（情報伝達訓練）（※２）冬期道路情報室 調整会議の状況（※１）

訓練の状況（現地 立ち往生車両救出）（※２） 訓練の状況（現地 県境除雪強化）（※２）
高速道路会社によるアクセス道路の

除雪支援状況（訓練）

新たな排雪場の追加

●除雪機械の増強（９台→３４台）・除雪方法の改善を実施



２．平成３０年度の雪害対応②
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＜集中的な大雪時の需要抑制と広域迂回の呼びかけ＞【Ｐ１５参照】

●タイムラインの各段階で、関係機関のＳＮＳ、ＨＰ、道路情報
板等の広報媒体・報道機関等を活用し、出控えや広域迂回
の呼びかけを実施

●県において、出控え要請を実施
●雪シーズン前に危機意識に繋がる広報を実施

＜監視体制の強化＞【Ｐ１６参照】

●CCTVカメラ１２基（福井県側１１基、石川県側１基）の設置
を完了し、不可視区間を解消

●AI技術を活用した交通障害自動検知システムを１０箇所の
CCTVに設置。１２月１８日から運用開始

●福井河川国道事務所管内の除雪車両等９１台に携帯GPS
を設置。また応援車両用に予備機９台も準備済

＜車両待避スペース等の整備＞【P１７参照】

●１１月２０日までに、今年度新設予定としていた車両待避ス
ペース４箇所（福井県側３箇所、石川県側１箇所）の整備を
完了（既設も含めて８箇所設置）

●車両待避スペースのうち、２箇所にチェーン着脱場を併設

●各車両待避スペースに牽引用車両８台（福井県側６台、石
川県側２台）の配備準備が完了

＜チェーン装着の徹底＞ 【Ｐ１１・Ｐ１２・Ｐ１３・Ｐ１４参照】

●平成３０年１２月３日に「冬期間の安全で快適な交通確保に
ついて」の要請文書を各府県のトラック協会・福井県商工会議
所連合会、福井県商工会連合会へ要請

要請先：各府県トラック協会

福井県、滋賀県、
京都府、大阪府、
兵庫県、和歌山県、
岐阜県、愛知県、
三重県、広島県、
岡山県、鳥取県、
島根県

福井県商工会議所連合会
福井県商工会連合会

◆要請は、福井河川国道事務所、福井県警察本部、中日本
高速㈱、西日本高速㈱、福井県土木部の連名で実施。

●国道８号（あわら市熊坂～あわら市笹岡）、北陸道（木之本IC
～今庄IC、丸岡IC～加賀IC）を、チェーン規制区間に設定

新設の車両待避スペース 牽引用車両配備状況

＜沿道施設管理者との待機所利用の調整＞【Ｐ１８参照】

●国と県が協力して、１１月３０日に県立図書館と覚書締結。
他施設も調整中。



タイムライン（案）（段階的な行動計画）の作成
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【タイムライン（案）①】

-72h ■緊急発表等 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有

～-24h
（大雪警報発令２，３日前）

□体制確認指示、局内体制確認・調整 □事務所・出張所体制調整 □除雪体制調整 □除雪体制調整

■時間降雪予測  　（要員、除雪機械、資材）  　（要員、除雪機械、資材）  　（要員、除雪機械、資材）

-12ｈ ■大雪注意報発表 □出張所体制配置（除雪機械、資材）

■時間降雪予測

-6ｈ
□気象予測情報の共有
　　（時間降雪量等）

□気象予測情報の共有
　　（時間降雪量等）

□気象予測情報の共有
　　（時間降雪量等）

□気象予測情報の共有
　　（時間降雪量等）

■大雪警報発表

■時間降雪予測

□現地対策班出動

-3ｈ □北陸道通行止め予告確認
□北陸道通行止め予告

□北陸道通行止め予告確認

□8号通行止め又はチェーン規制
　要員・牽引車等配置

-2ｈ □8号除雪強化
□北陸道通行止め又はチェーン規制
実施指示・開始

□北陸道集中除雪

-1ｈ □北陸道の集中除雪完了

□通行規制解除
（チェーン規制に移行する場合あり）

□8号通行止め又はチェーン規制実施判断 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認

□8号通行止め又はチェーン規制
　実施指示・開始

□交通状況の共有

0h □8号集中除雪

□8号集中除雪完了

+2ｈ
□8号通行止め解除
（チェーン規制移行する場合あり）

■大雪警報解除

　※上記のほか、県警、自治体（危機管理部局）とも連携

国土交通省

一般道
（優先区間）

高速道 地方整備局 国道事務所・出張所

時間 気象情報 高速道路会社
県・市町村

（道路管理者）

通行止解除

降雪状況によりチェーン
規制に移行する場合あり

通行規制

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□8号通行止め又はチェーン規制
　実施予定確認、関係機関・隣接
　事務所へ連絡

通行止め開始【集中除雪開始】

チェーン規制開始の後、
通行止めの場合あり

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

　※高速の通行止先行ケースも策定

通行止解除

降雪状況によりチェーン
規制に移行する場合あり

□通行規制又はチェーン規制
　実施確認、関係機関・隣接事
　務所へ連絡

■時間降雪量予測結果
【立ち往生車両の発生】

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
　広域迂回、出控え広報

通行止め開始【集中除雪開始】

チェーン規制開始の後、
通行止めの場合あり

詳細は別紙①参照



タイムライン（案）（段階的な行動計画）の作成
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【タイムライン（案）②】

-72h ■緊急発表等 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有

～-24h
（大雪警報発令２，３日前）

□体制確認指示、局内体制確認・調整 □事務所・出張所体制調整 □除雪体制調整 □除雪体制調整

■時間降雪予測
 　（要員、除雪機械、資材）  　（要員、除雪機械、資材）  　（要員、除雪機械、資材）

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

-12ｈ ■大雪注意報発表 □出張所体制配置（除雪機械、資材）

■時間降雪予測

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

-6ｈ
□気象予測情報の共有
　　（時間降雪量等）

□気象予測情報の共有
　　（時間降雪量等）

□気象予測情報の共有
　　（時間降雪量等）

□気象予測情報の共有
　　（時間降雪量等）

■大雪警報発表 □通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

□通行規制・チェーン規制予告・
広域迂回、出控え広報

■時間降雪予測
□現地対策班出動

-1ｈ
□8号通行止め又はチェーン規制
要員の配置開始

□8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認、 □8号通行止め又はチェーン規制実施判断 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認

　 関係機関・隣接事務所へ連絡 □8号通行止め又はチェーン規制予告 □8号通行止め又はチェーン規制予告 □8号通行止め又はチェーン規制予告

■時間降雪量予測結果
【立ち往生車両の発生】

□通行規制又はチェーン規制実施確認、 □8号通行止め又はチェーン規制実施指示・開始 □チェーン装着規制を継続 □交通状況の共有

0h  　関係機関・隣接事務所へ連絡 □8号集中除雪

□8号集中除雪完了

+2ｈ
□通行規制解除
（チェーン規制に移行する場合あり）

□北陸道通行止め又はチェーン規制実施指示・開始

+3ｈ □北陸道の集中除雪開始

□北陸道の集中除雪完了

+4ｈ
□通行規制解除
（チェーン規制に移行する場合あり）

■大雪警報解除

　※上記のほか、県警、自治体（危機管理部局）とも連携

　※高速の通行止先行ケースも策定

高速道路会社
県・市町村

（道路管理者）

通行規制 国土交通省

時間 気象情報

一般道
（優先区間）

高速道 地方整備局 国道事務所・出張所

通行止め開始【集中除雪開始】

チェーン規制開始の後、
通行止めの場合あり

通行止解除

降雪状況によりチェーン
規制に移行する場合あり

通行止め開始【集中除雪開始】

チェーン規制開始の後、
通行止めの場合あり

通行止解除

降雪状況によりチェーン
規制に移行する場合あり

詳細は別紙②参照
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地域状況に応じた除雪体制の強化
（除雪機械の増強・除雪方法の改善）

集中的な大雪時

除雪トラック ：１台
除雪グレーダ ：２台
凍結防止剤散布車：１台

除雪トラック：１台
除雪ローダ ：１台
（他工区等より増強配備）

除雪トラック ：３台
(うち2台は
他工区・他事務所より増強配備)

除雪グレーダ ：２台
ロータリー除雪車：４台
(うち3台は
他工区・他事務所より増強配備)

ダンプトラック ：１２台
除雪ローダ（牽引用車両等）：６台

凍結防止剤散布車：１台

除雪トラック ：２台
除雪グレーダ ：３台
ロータリー除雪車：１台
除雪ローダ ：２台

凍結防止剤散布車：１台
除雪トラック ：２台
除雪グレーダ ：２台
ロータリー除雪車：１台
除雪ローダ ：２台

凍結防止剤散布車：１台

工区 通常降雪時

（仮）
加賀
除雪
基地

優先
区間外

L=9.2km

除雪トラック ：１台
除雪グレーダ ：２台
凍結防止剤散布車：１台

除雪
優先

区間①
L=3.4km

除雪優先
区間①

(熊坂基地）
L=17.2km

除雪トラック ：１台

除雪グレーダ ：２台
ロータリー除雪車 ：１台

除雪ﾛｰﾀﾞ(牽引用車両等)：６台
(※H30.2豪雪を踏まえ増強予定)
凍結防止剤散布車 ：１台

除雪優先
区間②

(大良基地）
L=14.8km

除雪トラック ：２台
除雪グレーダ ：３台
ロータリー除雪車：１台
除雪ローダ ：２台
(※H23豪雪を踏まえ増強済)
凍結防止剤散布車：１台

除雪優先
区間②

(杉津基地）
L=18.6km

除雪トラック ：２台
除雪グレーダ ：２台
ロータリー除雪車：１台
除雪ローダ ：２台
(※H23豪雪を踏まえ増強済)
凍結防止剤散布車：１台

■通常降雪時

■集中的な大雪時

「大雪に関する緊急発表」が発表されるなど集中的な大雪時には、予め

・路肩に堆雪がある場合は、除雪ローダ、ロータリー除雪車＋ダンプトラックにより事前の
排雪も含めて運搬排雪を実施。

・除雪優先区間①に他工区や他事務所などから増強配備（9台→34台）。
・区間を2区間に分けて除雪の効率化（3時間程度→1～2時間程度）を図る。
・県境部を跨いで相互に除雪を実施。



丸岡IC

金津IC
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395kp
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岡
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一
本
田

一
本
田
中 中

川

熊
坂
検
問
所

熊
坂

瓜
生

除雪優先区間① 20.6km

E8

玄
女

排雪場の追加
福井バイパスの用地を排雪場として活用することで、運搬時間の短縮を図る。

排雪場凡 例 9
排雪場イメージ

九頭竜川
排雪場

運搬距離 L=13.1km

運搬距離 L=3.9km9.2km短縮

地域状況に応じた除雪体制の強化
（除雪方法の改善）



道路管理者間の協力体制の構築

10

E8

E8

金津インター線 丸岡インター線

相互支援区間

武生インター線

凡 例

E8
E8

鯖江インター線

熊坂検問所
交差点

柳町交差点

葛岡交差点

八ツ口交差点

E8

北陸道と国道８号を結ぶアクセス道路４路線（県管理）について、福井県からの要請を受け、
国・高速道路会社が必要に応じて相互除雪支援を実施

L=0.4km

L=1.4km

L=0.6km

L=0.5km



チェーン装着の徹底（チェーン規制区間の設定）

E8

金津IC
加賀IC

丸岡IC

福井JCT・IC福井IC

鯖江IC武生IC

今庄IC

敦賀IC
敦賀JCT

木之本IC

北陸道
木之本IC～今庄IC

L=44.7km 北陸道
丸岡C～加賀IC

L=17.8km

国道８号
あわら市熊坂～あわら市笹岡

L=3.2km

以下の区間をチェーン規制区間として設定
大雪特別警報や大雪に関する緊急発表が行われるなど、異例の降雪が発生し、降雪状況から立ち往生車両が
発生する危険性が高まった際にチェーン規制を発動予定 （参考：大雪に関する緊急発表の実績 平成２９年度３回、平成２８年度３回）

高速道路

直轄国道

都道府県 路線番号 道路名 区間 延長（km）

石川県、福井県 E8 北陸道 丸岡IC～加賀IC 17.8

福井県、滋賀県 E8 北陸道 木之本IC～今庄IC 44.7

都道府県 路線番号 箇所名 区間 延長（km）

福井県 8 石川県境～坂井市 あわら市熊坂～あわら市笹岡 3.2

11



チェーン装着の徹底（チェーン規制区間の設定）

12

Ｎ

国道８号のチェーン規制区間（あわら市熊坂～あわら市笹岡）

チェーン着脱場及び
チェーンチェック箇所
（熊坂除雪基地）

国道８号
あわら市熊坂～あわら市笹岡

L=3.2km

あわら市熊坂

E8

チェーン規制区間
チェーン着脱場及び
チェーンチェック箇所
（あわら市笹岡）

あわら市笹岡

チェーン着脱場

チェーン規制区間
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北陸道のチェーン規制区間（丸岡ＩＣ～加賀ＩＣ）

チェーン装着の徹底（チェーン規制区間の設定）

北陸道
丸岡C～加賀IC

L=18km

Ｎ

チェーン着脱場及び
チェーンチェック箇所丸岡IC

チェーン着脱場及び
チェーンチェック箇所

加賀IC金津IC
チェーン着脱場及び
チェーンチェック箇所
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北陸道のチェーン規制区間（木之本ＩＣ～今庄ＩＣ）

チェーン装着の徹底（チェーン規制区間の設定）

北陸道
木之本C～今庄IC

L=44.8km

今庄IC木之本IC

Ｎ

敦賀IC 南条SA

チェーン着脱場及び
チェーンチェック箇所チェーン着脱場及び

チェーンチェック箇所

チェーン着脱場及び
チェーンチェック箇所

チェーン着脱場及び
チェーンチェック箇所



集中的な大雪時の需要抑制と広域迂回の呼びかけ

15

雪シーズン前 集中的な大雪時（情報提供）

●危機意識向上に繋がる広報・イベントを実施

■道の駅、SA等にビラ配布（11/13～）
■トラック協会等と協働冬期安全啓発イベント（11/13～）
■ノベルティ配布（チェーン携行呼び掛け）（11/13～）
■チェーン装着講習（11/17～）
■カー用品店と協同でカータイヤチェーン・雪道グッズ等の展示

（12/14～）

情報板等による情報提供の例

●県において、テレビ番組による広報を実施

●タイムラインの各段階で大雪情報、出控え、
広域迂回等の広報を実施

大雪情報・出控え広報 広域迂回等広報

11月25日 放送



監視体制の強化
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ＣＣＴＶカメラの設置状況

●CCTVカメラ１２基（福井県側１１基、石川県側１基）の
設置を完了し、不可視区間を解消

ＣＣＴＶカメラ運用状況

ＧＰＳを活用した除雪体制の強化

●福井河川国道事務所管内の除雪機械９１台に携帯GPS
を設置し、位置情報を取得することで、立ち往生車両や集
中除雪に対応できる仕組みを構築。また応援車両用に予
備機９台も準備。

携帯用ＧＰＳ 設置状況

ＰＣ等による除雪機械稼働状況の確認

AI技術を活用した交通障害自動検知システム

・除雪優先区間①で６箇所、除雪優先区間②で４箇所の

ＣＣＴＶカメラにＡＩシステムを導入
⇒立ち往生車が発生しやすい縦断勾配のある2車線区間で、交通

障害となる事象発生を早期に発見し、迅速に現地対応を実施

自動検知システム導入状況

：AI導入箇所

ＡＩ導入ＣＣＴＶ
（６箇所）

ＡＩ導入ＣＣＴＶ
（４箇所）



（新設）車両待避スペース②
※牽引用車両を配備

車両待避スペース等の整備

●１１月２０日までに、今年度新設予定としていた車両待避スペース４箇所（福井県側３箇所、
石川県側１箇所）の整備を完了（除雪優先区間①で既設も含めて８箇所設定）

●車両待避スペースのうち、２箇所にチェーン着脱場を併設
●各車両待避スペースに牽引用車両８台（福井県側６台、石川県側２台）の配備準備が完了

E8丸岡IC

金津IC

加賀IC

（新設）車両待避スペース
（チェーン着脱場併設）

※牽引用車両を配備

（新設）車両待避スペース
（チェーン着脱場併設）
※牽引用車両を配備

（新設）車両待避スペース
※牽引用車両を配備

（既設）車両待避スペース
※牽引用車両を配備
※熊坂除雪基地内

（既設）車両待避スペース
※牽引用車両を配備

（既設）車両待避スペース
※牽引用車両を配備

除雪優先区間① L=20.6km

（新設）車両待避スペース

（既設）車両待避スペース

車両待避スペース

チェーン着脱場

国道８号２車線区間

国道８号４車線区間

北陸自動車道

17



沿道施設管理者との待機所利用の調整

18

【待機箇所イメージ】

福井IC

福井北IC・JCT
丸岡IC

金津IC
加賀IC

武生IC

新保

八ツ口

熊坂

395ｋｐ

候補地候補地

候補地

除雪優先区間①L=20.6km

国道8号2車線区間

国道8号4車線区間

福井バイパス開通予定用区間

北陸自動車道

公共施設

民間施設

●国と県が協力して、１１月３０日に県立図書館と覚書締結。車両退避場として活用。
●他施設も調整中。

鯖江IC

E8

羽崎

牛ノ谷

黒瀬

390ｋｐ

405ｋｐ
400ｋｐ

410ｋｐ

415ｋｐ

420ｋｐ425ｋｐ

県立図書館

候補地



２．平成３０年度の雪害対応（福井県①）

＜福井県の今冬の対策①＞

●●昼夜間除雪の実施・最重点除雪路線の見直し〔公共交通や物流関連路線の除雪を強化〕

○「最重点除雪路線」として、交通量の多い幹線道路、主要病院へのアクセス道路、原子力発電所周辺道路、物流や公共交通の確保のため、バス
路線、物流拠点へのアクセス道路等を追加するとともに、除雪頻度を見直し。

(1)昼間除雪等、除雪頻度の見直し（福井市街の交通集中部（吉野福井線、福井四ケ浦線、国道416号等））

(2)最重点除雪路線 430km（141km増） 三国春江線（物流拠点へのアクセス道路）等

(3)代替除雪路線延長 市町道→県 77km 県道→市町 66km

(4)一斉除雪路線延長 352km

●情報発信の強化〔県民の協力を得て除雪を効率化〕

○渋滞やスタック車両により除雪作業の効率が低下しないよう、情報発信を強化。

(1)道路状況確認カメラによる画像提供 179箇所（52箇所増）
（福井県135箇所（50箇所増）、県警・国土交通省など44箇所（2箇所増） ）

(2)降雪の見通し、道路通行止め予定・状況など、交通需要
抑制に向けた広報の強化

(3)大雪が予想される際、県による以下の主旨の注意喚起
を実施。
・輸送事業者は運転手の確保や、出庫しやすい位置に
タンクローリーを待機し、また県民はマイカーの燃料を
満タンにし、灯油を多めに買い置く

雪みち情報ネットふくい

道路状況確認カメラの画像

積雪情報通行規制情報

19



○堆雪帯を確保するための事前排雪、排雪機械が少ない平野部への機械の増強、排雪場の増設等、運搬排雪の効率を向上させるとともに、
集中除雪体制を強化。
(1)除雪機械台数 613台 （ 3台増) （県有259台(4台増)、民間354台(1台減)）

うち、ロータリ除雪車 67台 （11台増）

(2)排雪場の増設 80箇所（15箇所増）

(3)除排雪機械にＧＰＳを設置 483台 （皆増）

(4)除雪業者の担当区間や除排雪機械の配備を見直し（除雪契約業者 203社（5社増））

(5)消雪施設の増設 345 km （4.2km増）

(6)除雪オペレータ養成のため、除雪機械の講習会を開催（3月15日および11月19日開催）

20

２．平成３０年度の雪害対応（福井県②）

●●事前排雪・集中除雪体制の強化〔除排雪機械力の増強〕

除雪機械講習会の様子（今庄365スキー場 11月19日）
集中除雪現地訓練（県、越前市、県警）
（県道武生インター東線 他 11月12日）

＜福井県の今冬の対策②＞
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２．平成３０年度の雪害対応（高速道路会社）

＜今冬の対応 北陸自動車道のハード対策）＞

●除雪体制の強化・自力走行不能車両の早期発見と排除

①溶液散布装置の増設による除雪作業の効率化
７箇所・7.2ｋｍ増 （５箇所・5.3ｋｍ⇒12箇所.12.5ｋｍ）

②監視カメラの増設による自力走行不能事象の早期発見
14台増 （99台⇒113台）

③救援車両事前配置の増強による自力走行不能事象の早期排除
２台増 （10台⇒12台） ×：増強箇所

④広域応援体制の再構築による除雪体制の強化
他支社、他会社等からの応援により大雪時の除雪体制を大幅に強化



【タイムライン（案）】①

高速道 一般道（優先区間） 地方整備局 国道事務所・出張所
□除雪優先区間の見直し・設定 □除雪優先区間の見直し □除雪優先区間の見直し □除雪優先区間の見直し
□実働訓練の指示 □実働訓練の実施 □実働訓練の実施 □実働訓練の実施 □実働訓練の実施 □実働訓練の実施
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動 □啓発・広報活動 □啓発・広報活動

□除雪機械等のメンテ指示 □除雪機械等のメンテ指示 □除雪機械等のメンテ指示
□資機材の準備 □資機材の準備 □資機材の準備

11月中旬 □除雪体制確保指示、内部体制確認 □除雪体制確保指示、内部体制確認 □除雪体制確保指示、内部体制確認

高速道 一般道（優先区間） 地方整備局 国道事務所・出張所
□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □大雪警戒情報の概況説明

■緊急発表等 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □啓発・広報活動（大雪情報、外出控え、迂回）
（大雪警報発令２，３日前） □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □啓発・広報活動 □道路情報板等による「大雪警戒」表示

□排雪実施 □排雪実施 （備蓄物資を揃える、燃料を満タンにする）
■時間降雪予測 □連絡室準備室の開設　人員召集 □連絡室準備室の開設　人員召集 □連絡室準備室の開設　人員召集 □連絡室準備室の開設　人員召集

-72h □体制確認指示、局内体制確認 □事務所・出張所体制調整（要員、除雪機械、資材） □除雪体制調整（要員、除雪機械、資材） □除雪体制調整（要員、除雪機械、資材）
～-48h □除雪支援事前調整（事務所、他地整、業団体） □除雪支援事前調整（事務所、他地整、業団体）

□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □大雪警戒情報の概況説明
■緊急発表等 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □啓発・広報活動（大雪情報、外出控え、迂回）
（大雪警報発令１日前） □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示

□体制確保状況確認 □事務所・出張所体制調整（要員、除雪機械、資材） □体制確保状況準備（要員、除雪機械、資材） □体制確保状況準備（要員、除雪機械、資材） □体制確保状況確認（人員・資材・連絡網）
■時間降雪予測 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整

□警察への協力要請（ＳＧ作戦） □協力体制確認
-24h □除雪支援事前要請（事務所、他地整、業団体） □除雪支援事前要請（事務所、他地整、業団体）

□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象情報の概況情報提供
■気象庁　大雪注意報発表 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □啓発・広報活動（注意報、外出控え、迂回）

□道路情報板等による「大雪注意報発表」表示 □道路情報板等による「大雪注意報発表」表示 □道路情報板等による「大雪注意報発表」表示 □道路情報板等による「大雪注意報発表」表示
□災害対策部への職員常駐

■時間降雪予測 □出張所体制配置（除雪機械、資材）
□現場状況確認 □現場状況確認・報告
□応援体制確保確認・各事務所への指示 □除雪支援受入体制の確保

-12ｈ
□気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象情報の概況情報提供

■気象庁　大雪警報発表 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □啓発・広報活動 □啓発・広報活動（警報、外出控え、迂回）
□道路情報板等による「大雪警報発表」表示 □道路情報板等による「大雪警報発表」表示 □道路情報板等による「大雪警報発表」表示 （不要不急の外出を控える、除雪時の安全確保） □道路情報板等による「大雪警報発表」表示
□冬期道路情報連絡室の人員召集 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣

■時間降雪予測 □現地対策班出動
□現場状況確認 □現場状況確認・報告 □現場状況確認・報告 □現場状況確認・報告

□道路情報板等による注意喚起 □道路情報板等による注意喚起 □道路情報板等による注意喚起
-6ｈ

□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象情報の概況情報提供
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□北陸道通行止め実施予定確認 □北陸道通行止め又はチェーン規制予告予告確認 □北陸道通行止め又はチェーン規制予告 □北陸道通行止め又はチェーン規制予告予告確認 □北陸道通行止め又はチェーン規制予告予告確認 □北陸道通行止め又はチェーン規制予告予告確認 □北陸道通行止め又はチェーン規制予告予告確認

□迂回路状況確認 □迂回路状況確認・発信 □迂回路状況確認・発信 □迂回路状況確認・発信 □ドライバー支援物資供給体制の確認
□アクセス道路除雪強化

□8号通行止め又はチェーン規制要員・牽引車等配置 □県災害対策連絡室の設置 □8号通行止めの準備開始（兼高速通行止対応）
□体制確認・補充人員確保調整 □体制確認・補充人員確保要請
□現場状況確認 □現場状況確認・報告

-3ｈ
通行止開始 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象情報の概況情報提供

【集中除雪開始】 □啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□北陸道通行止め又はチェーン規制実施指示・開始 □交通状況の共有 □交通状況の共有 □交通状況の共有 □交通状況の共有

　チェーン規制開始 □プレス発表・HP公表（通行止め）
　の後、通行止めの

　場合あり □8号除雪強化 □北陸道集中除雪開始
□迂回路状況確認 □迂回路状況確認 □アクセス道路状況確認
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告

-2ｈ □通行規制解除予告（実施１時間前）
通行止解除 □スタック発生確認・処理指示 □気象情報の概況情報提供

□8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認、 □8号通行止め又はチェーン規制実施判断 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □啓発・広報活動（情報連絡室による）
　降雪状況により 　　関係機関・隣接事務所へ連絡
　チェーン規制に □隣接事務所への応援要請 □道路情報板等による「8号通行止め又はチェーン規制」予告

　移行する場合あり □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □アクセス道路除雪強化 □災害対策本部開設
□関係市町への情報提供

□災対法指定に関する協議開始 □災対法指定上申
□災対法指定判断・実施 □災対法立て看板設置 □北陸道通行規制解除 □災対法指定予定確認 □災対法指定予定確認 □災対法指定予定確認

-1ｈ 　（チェーン規制に移行する場合あり）
通行止開始 □通行規制又はチェーン規制実施確認、 □8号通行止め又はチェーン規制実施指示・開始 □交通状況の共有 □交通状況の共有 □8号通行止め実施 □交通状況の共有 □気象情報の概況情報提供

■時間降雪量予測結果 　　関係機関・隣接事務所へ連絡
【立ち往生車両の発生】 　チェーン規制開始 □プレス発表・HP公表 □プレス発表・HP公表 □プレス発表・HP公表

　の後、通行止めの □道路情報板等による「北陸道通行止め解除」情報提供 □道路情報板等による「北陸道通行止め解除」情報提供 □啓発・広報活動 □道路情報板等による「北陸道通行止め解除」情報提供

　場合あり

□8号集中除雪 （交通規制情報、不要不急の外出を控える）

□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認
□近隣事務所の状況確認 □隣接事務所の状況確認

□迂回路状況確認 □迂回路状況報告
□応援要請確認・指示 □応援要請有無確認・報告
□ドライバー支援物資準備 □ドライバー支援物資準備 □ドライバー支援物資準備
□ドライバー支援班派遣 □ドライバー支援班派遣 □ドライバー支援班派遣

□自衛隊派遣要請 □自衛隊派遣準備
□業団体支援要請 □業団体支援要請

　通行止め実施後のタイムライン

高速道 一般道（優先区間） 地方整備局 国道事務所・出張所
□8号通行止め継続 □8号通行止め継続
□道路情報板等による「8号通行止め・迂回案内」情報提供 □道路情報板等による「8号通行止め・迂回案内」情報提供 □道路情報板等による「8号通行止め・迂回案内」情報提供 □道路情報板等による「8号通行止め」情報提供
□8号集中除雪

□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認
□近隣事務所の状況確認 □隣接事務所の状況確認

□迂回路状況確認 □迂回路状況報告
□ドライバー支援調整 □ドライバー支援調整 □ドライバー支援調整

□通行規制解除、指定解除協議 □通行規制解除、指定解除協議
+1ｈ □業団体からの除雪支援

通行止解除 □8号通行止め解除 □8号通行止め解除
　（チェーン規制に移行する場合あり）

　降雪状況により □プレス発表・HP公表 □プレス発表・HP公表
　チェーン規制に □道路情報板等による「8号通行止め」情報提供終了 □道路情報板等による「8号通行止め」情報提供終了 □道路情報板等による「8号通行止め」情報提供終了 □道路情報板等による「8号通行止め」情報提供終了
　移行する場合あり □8号集中除雪完了

□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認
□応援要請確認・指示 □隣接事務所の応援到着

□迂回路状況確認 □迂回路状況報告
□ドライバー支援調整 □ドライバー支援調整 □ドライバー支援調整

□通行規制解除、指定解除協議　確認 □通行規制解除、指定解除協議　確認 □通行規制解除、指定解除協議　確認
+2ｈ □プレス発表資料作成 □プレス発表資料作成

□8号通行止め解除
□プレス発表・HP公表 □プレス発表・HP公表

■気象庁　大雪警報解除 □道路情報板等による「大雪警報解除」表示 □道路情報板等による「大雪警報解除」表示 □道路情報板等による「大雪警報解除」表示 □道路情報板等による「大雪警報解除」表示 □道路情報板等による「大雪警報解除」表示
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認

□災対法による区間指定解除判断・報告 □指定解除確認
□ドライバー支援終了 □ドライバー支援終了 □ドライバー支援終了
□除雪支援終了

+3ｈ

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」情報提供

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又はチェー
ン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又はチェー
ン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又はチェー
ン規制」　情報提供

別紙①

自衛隊
県・市町村

（危機管理部局）

赤字：規制（国道）、橙字：規制（高速道）、青字：除雪、緑字：広報・情報板、紫字：人員・体制

自衛隊

警察

警察
県・市町村
（道路管理者）

県・市町村
（危機管理部局）

赤字：規制（国道）、橙字：規制（高速道）、青字：除雪、緑字：広報・情報板、紫字：人員・体制

気象台

気象台

0h（通行規
制開始）

警
戒
体
制

非
常
体
制

注
意
体
制

時間 気象情報
通行規制

スタック 区間指定

ス
タ

ッ
ク
発
生

実
施

時間 気象情報
通行規制 スタ

ック
区
間

集
中

体制
国土交通省

高速道路会社
県・市町村
（道路管理者）

冬期前のタイムライン
時間

スタック発生・通行規制実施時のタイムライン

高速道路会社

区
間
指
定

スタ
ック

気象情報
区
間

通行規制 集
中

集中除雪

国土交通省
体制

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」予告

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」予告

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」情報提供

気象台自衛隊

国土交通省
体制

赤字：規制（国道）、橙字：規制（高速道）、青字：除雪、緑字：広報・情報板、紫字：人員・体制

高速道路会社
県・市町村
（道路管理者）

県・市町村
（危機管理部局）

警察

□道路情報板等による「8号通行止め又はチェー
ン規制」　情報提供

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」予告

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」予告

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」情報提供



【タイムライン（案）②】

高速道 一般道（優先区間） 地方整備局 国道事務所・出張所
□除雪優先区間の見直し・設定 □除雪優先区間の見直し □除雪優先区間の見直し □除雪優先区間の見直し
□実働訓練の指示 □実働訓練の実施 □実働訓練の実施 □実働訓練の実施 □実働訓練の実施 □実働訓練の実施
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動 □啓発・広報活動 □啓発・広報活動

□除雪機械等のメンテ指示 □除雪機械等のメンテ指示 □除雪機械等のメンテ指示
□資機材の準備 □資機材の準備 □資機材の準備

11月中旬 □除雪体制確保指示、内部体制確認 □除雪体制確保指示、内部体制確認 □除雪体制確保指示、内部体制確認

高速道 一般道（優先区間） 地方整備局 国道事務所・出張所
□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □大雪警戒情報の概況説明

■緊急発表等 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □啓発・広報活動（大雪情報、外出控え、迂回）
（大雪警報発令２，３日前） □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □啓発・広報活動 □道路情報板等による「大雪警戒」表示

□排雪実施 □排雪実施 （備蓄物資を揃える、燃料を満タンにする）
■時間降雪予測 □連絡室準備室の開設　人員召集 □連絡室準備室の開設　人員召集 □連絡室準備室の開設　人員召集 □連絡室準備室の開設　人員召集

-72h □体制確認指示、局内体制確認 □事務所・出張所体制調整（要員、除雪機械、資材） □除雪体制調整（要員、除雪機械、資材） □除雪体制調整（要員、除雪機械、資材）
～-48h □除雪支援事前調整（事務所、他地整、業団体） □除雪支援事前調整（事務所、他地整、業団体）

□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □大雪警戒情報の概況説明
■緊急発表等 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □啓発・広報活動（大雪情報、外出控え、迂回）
（大雪警報発令１日前） □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示 □道路情報板等による「大雪警戒」表示

□体制確保状況確認 □事務所・出張所体制調整（要員、除雪機械、資材） □体制確保状況準備（要員、除雪機械、資材） □体制確保状況準備（要員、除雪機械、資材） □体制確保状況確認（人員・資材・連絡網）
■時間降雪予測 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整 □冬期道路情報連絡室立ち上げの事前調整

□警察への協力要請（ＳＧ作戦） □協力体制確認
-24h □除雪支援事前要請（事務所、他地整、業団体） □除雪支援事前要請（事務所、他地整、業団体）

□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象情報の概況情報提供
■気象庁　大雪注意報発表 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □啓発・広報活動（注意報、外出控え、迂回）

□道路情報板等による「大雪注意報発表」表示 □道路情報板等による「大雪注意報発表」表示 □道路情報板等による「大雪注意報発表」表示 □道路情報板等による「大雪注意報発表」表示
□災害対策部への職員常駐

■時間降雪予測 □出張所体制配置（除雪機械、資材）
□現場状況確認 □現場状況確認・報告
□応援体制確保確認・各事務所への指示 □除雪支援受入体制の確保

-12ｈ
□気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象予測情報の共有（時間降雪量等） □気象情報の概況情報提供

■気象庁　大雪警報発表 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □通行規制・チェーン規制予告・　広域迂回、出控え広報 □啓発・広報活動 □啓発・広報活動（警報、外出控え、迂回）
□道路情報板等による「大雪警報発表」表示 □道路情報板等による「大雪警報発表」表示 □道路情報板等による「大雪警報発表」表示 （不要不急の外出を控える、除雪時の安全確保） □道路情報板等による「大雪警報発表」表示
□冬期道路情報連絡室の人員召集 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣 □冬期道路情報連絡室の人員派遣

■時間降雪予測 □現地対策班出動
□現場状況確認 □現場状況確認・報告 □現場状況確認・報告 □現場状況確認・報告

□道路情報板等による注意喚起 □道路情報板等による注意喚起 □道路情報板等による注意喚起
-6ｈ

□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象情報の概況情報提供
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）

□ドライバー支援物資供給体制の確認
□現場状況確認 □現場状況確認・報告 □現場状況確認・報告 □現場状況確認・報告 □県災害対策連絡室の設置

-3ｈ
□気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象情報の概況情報提供
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）

□現場状況確認 □現場状況確認・報告 □現場状況確認・報告 □現場状況確認・報告
-2ｈ

□スタック発生確認・処理指示 □気象情報の概況情報提供
□8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認、 □8号通行止め又はチェーン規制実施判断 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □8号通行止め又はチェーン規制実施予定確認 □啓発・広報活動（情報連絡室による）
　　関係機関・隣接事務所へ連絡 □8号通行止め又はチェーン規制要員の配置開始 □8号通行止めの準備開始
□体制確認・補充人員確保調整 □体制確認・補充人員確保要請
□隣接事務所への応援要請 □道路情報板等による「8号通行止め又はチェーン規制」予告 □道路情報板等による「8号通行止め又はチェーン規制」予告 □道路情報板等による「8号通行止め又はチェーン規制」予告 □道路情報板等による「8号通行止め又はチェーン規制」予告

□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □除雪体制強化 □アクセス道路除雪強化 □災害対策本部開設
□関係市町への情報提供

□災対法指定に関する協議開始 □災対法指定上申
□災対法指定判断・実施 □災対法立て看板設置 □災対法指定予定確認 □災対法指定予定確認 □災対法指定予定確認

-1ｈ
通行止開始 □通行規制又はチェーン規制実施確認、 □8号通行止め又はチェーン規制実施指示・開始 □交通状況の共有 □交通状況の共有 □8号通行止め実施 □交通状況の共有 □気象情報の概況情報提供

　　関係機関・隣接事務所へ連絡 □（状況に応じて）チェーン規制に切替
　チェーン規制開始 □プレス発表・HP公表 □プレス発表・HP公表 □プレス発表・HP公表
　の後、通行止めの □啓発・広報活動
　場合あり

□8号集中除雪 （交通規制情報、不要不急の外出を控える）
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認
□近隣事務所の状況確認 □隣接事務所の状況確認

□迂回路状況確認 □迂回路状況報告
□応援要請確認・指示 □応援要請有無確認・報告
□ドライバー支援物資準備 □ドライバー支援物資準備 □ドライバー支援物資準備
□ドライバー支援班派遣 □ドライバー支援班派遣 □ドライバー支援班派遣

□自衛隊派遣要請 □自衛隊派遣準備
□業団体支援要請 □業団体支援要請

　通行止め実施後のタイムライン

高速道 一般道（優先区間） 地方整備局 国道事務所・出張所
□8号通行止め継続 □8号通行止め継続

□8号集中除雪
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認
□近隣事務所の状況確認 □隣接事務所の状況確認

□迂回路状況確認 □迂回路状況報告
□ドライバー支援調整 □ドライバー支援調整 □ドライバー支援調整

□通行規制解除、指定解除協議 □通行規制解除、指定解除協議 □通行規制解除、指定解除協議　確認 □通行規制解除、指定解除協議　確認 □通行規制解除、指定解除協議　確認
+1ｈ □業団体からの除雪支援

通行止解除 □8号通行止め解除 □8号通行止め解除
　（チェーン規制に移行する場合あり）

　降雪状況により □プレス発表・HP公表 □プレス発表・HP公表
　チェーン規制に

　移行する場合あり

□8号集中除雪完了
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認
□応援要請確認・指示 □隣接事務所の応援到着

□迂回路状況確認 □迂回路状況報告
□ドライバー支援終了 □ドライバー支援終了 □ドライバー支援終了
□除雪支援終了

□通行規制解除判断確認・報告 □通行規制解除判断・指示 □交通情報共有 □交通情報共有 □交通情報共有 □交通情報共有
□災対法による区間指定解除判断・報告 □指定解除確認

□北陸道通行止め実施予定確認 □北陸道通行止め実施予定確認 □北陸道通行止め実施予定確認 □北陸道通行止め実施予定確認 □北陸道通行止め実施予定確認 □北陸道通行止め実施予定確認

□迂回路の検討
□迂回路状況確認 □迂回路状況確認・発信 □迂回路状況確認・発信 □迂回路状況確認・発信

□除雪体制強化 □アクセス道路状況確認

+2ｈ
通行止開始 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象予測情報の共有 □気象情報の概況情報提供

【集中除雪開始】 □啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□北陸道通行止め又はチェーン規制開始 □交通状況の共有 □交通状況の共有 □交通状況の共有 □交通状況の共有

　チェーン規制開始 □プレス発表・HP公表（通行止め）
　の後、通行止めの

　場合あり

□8号除雪強化 □北陸道の集中除雪開始
□迂回路状況確認 □迂回路状況確認 □アクセス道路状況確認
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告

+3ｈ
□北陸道通行規制開始 □気象情報の概況情報提供
　（チェーン規制に移行する場合あり）
□通行規制解除予告（実施１時間前） □啓発・広報活動（情報連絡室による）

□チェーン規制終了 □北陸道の集中除雪完了
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □アクセス道路除雪強化

+4ｈ 通行止解除

■気象庁　大雪警報解除 □プレス発表・HP公表 □プレス発表・HP公表 □チェーン規制解除
□啓発・広報活動 □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による） □啓発・広報活動（情報連絡室による）
□気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認・報告 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認 □気象情報確認、現場状況確認

+3ｈ

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」情報提供

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」情報提供

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」情報提供

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供終了

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」予告

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」予告

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」予告

□道路情報板等による「北陸道通行止め又は
チェーン規制」予告

□北陸道通行止め又はチェーン規制予告（原因
はスタック以外）

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供

気象台自衛隊

赤字：規制（国道）、橙字：規制（高速道）、青字：除雪、緑字：広報・情報板、紫字：人員・体制

県・市町村
（危機管理部局）

警察
県・市町村
（道路管理者）

集
中

体制
国土交通省

高速道路会社

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供終了

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供終了

□道路情報板等による「8号通行止め又は
チェーン規制」　情報提供終了

冬期前のタイムライン
時間

スタック発生・通行規制実施時のタイムライン
国土交通省

体制

スタ
ック

気象情報
区
間

通行規制 集
中

区間指定

国土交通省
体制

集中除雪

0h（通行規
制開始）

警
戒
体
制

非
常
体
制

注
意
体
制

時間 気象情報
通行規制

スタック

ス
タ

ッ
ク
発
生

区
間
指
定

実
施

時間 気象情報
通行規制 スタ

ック
区
間

高速道路会社

別紙②

自衛隊
県・市町村

（危機管理部局）

赤字：規制（国道）、橙字：規制（高速道）、青字：除雪、緑字：広報・情報板、紫字：人員・体制

自衛隊

警察

警察
県・市町村
（道路管理者）

県・市町村
（危機管理部局）

赤字：規制（国道）、橙字：規制（高速道）、青字：除雪、緑字：広報・情報板、紫字：人員・体制

気象台

気象台高速道路会社
県・市町村
（道路管理者）



国道８号の機能強化等に係る調査について

平成３０年１２月１８日

資料２



【道路ネットワークの現状】

至金沢
至金沢

至福井

■国道8号周辺状況図

加賀拡幅
L=6.4㎞

南郷拡幅
L=4.7㎞
4車線開通済

H22.12 4車線開通済
L=2.0㎞

H27.3 4車線開通済
L=2.2㎞

4車線化事業中
L=2.2㎞

H30.9
暫定2車線開通済
L=5.4㎞

H21.3
4車線開通済
L=36.8㎞

福井バイパス
L=42.2㎞

福井県あわら市笹岡

石川県加賀市熊坂町

石川・福井県境部

○国道８号は北陸自動車道とともに日本海側の主要幹線道路として重要な役割を担う路線。
○石川・福井県境部を除いて、４車線計画でバイパスや拡幅事業が進められている状況。
○石川・福井県境部のみ整備計画が未定。

事前通行
規制区間

小松バイパス
L=15.6㎞

4車線化事業中
L=3.7㎞

北
陸
自
動
車
道

：北陸自動車道

４車線 ２車線

：国道８号

４車線 ２車線

凡例

：事業中区間

福井県

国道８号 石川・福井県境の現状

1



2

国道８号 石川・福井県境の現状

○平成30年2月4日～7日にかけて、北陸地方を中心として積雪1m越の大雪を記録。
○北陸自動車道や国道８号等で断続的な車の立ち往生が発生し、国道８号では最大約1,500台の渋滞が発生。

※通行止め 国道８号：約66時間、北陸自動車道（丸岡IC～加賀IC)：約27時間
○広域物流が途絶するとともに、地域住民の生活や経済活動に大きな打撃を与えた。

食料品の品薄状態が続く小売店

県境部の滞留状況

➢ 最大滞留車両：約１，５００台
➢ 国道８号通行止め時間：平成30年2月6日11時00分～2月9日5時00分（約66時間）
➢ 北陸自動車道（丸岡IC～加賀IC）通行止め時間：平成30年2月5日23時40分～2月7日2時40分（約27時間）
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車線数による冬期道路の交通確保における課題

Ⅲ．予防的な通行規制・集中除雪への対応

Ⅰ．集中降雪時の交通確保

Ⅱ．立ち往生車両発生時による交通障害の早期解消

⇒並行する北陸自動車道の予防的な通行規制・集中除雪を実施した場合でも、安定的な道路
交通を確保できる道路

⇒立ち往生車両発生時でも交通の確保を可能とし、車線の柔軟な運用と除雪体制により、地
域の寸断や孤立を回避できる道路

⇒立ち往生車両発生による交通障害の早期解消を図り、地域の混乱を回避できる道路

冬期道路交通の確保における目指すべき道路



２車線
道路

４車線
道路

車線数による冬期道路の交通確保における課題

◯２車線道路の場合、堆雪帯に雪堤が形成された状況下では、立ち往生車両を路肩へ移動させることも出来
ず、交通確保が出来ないため渋滞が発生。除雪車の現場への到着に時間を要し、除雪作業が大幅に遅延。
また、雪置き場がないため、運搬排雪が必要となり除雪作業に時間を要する。

◯４車線道路の場合、立ち往生車両が発生しても、通行止めになる可能性は２車線道路に比べ低い。
更なる降雪が続いた場合でも、１車線を堆雪空間とし、残る１車線での交通の確保が可能。

Ⅰ．集中降雪時の交通確保

○堆雪帯に雪堤が
形成され、立ち往生
車両発生時、除雪
車の進入は困難

国道８号

福井県あわら市

286
287
288
289
290
291
292
293
294

23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

除
雪
基
地
か
ら
の
距
離
（
km
）

時刻

0

1

2

3

4

5

6

7

8

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

除
雪
基
地
か
ら
の
距
離
（
km
）

時刻 4
0
1

2
3
4

5
6

7
8

9
10

開始
終了

開始 終了

：立ち往生発生箇所
：除雪車両稼働状況

0:00～1:30の間に
下り方向で大型車の立ち往生が発生

16:15
上り方向で
大型車の
立ち往生
が発生

除雪１サイクル：約4.5時間

折り返し

下り方向除雪
：約3.2時間

上り方向除雪
：約1.3時間

除雪１サイクル：約1.5時間

上り方向除雪
：約0.75時間

下り方向除雪
：約0.75時間

折り返し

１車線を堆雪帯
として利用

緊急車両

国道157号
石川県金沢市

○１車線を堆雪空
間など柔軟に利用
し、緊急車両の通
行も可能

立ち往生車両

除雪車両稼働状況図

除雪車両稼働状況図

※除雪車のGPS位置情報データ（R8富山県小矢部市）

※除雪車のGPS位置情報データ（R8富山県滑川市）
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車線数による冬期道路の交通確保における課題

比較項目 ２車線 ４車線

集中降雪時に
想定される
状況

○堆雪幅に雪堤が形成され
立ち往生車両発生時、除雪
車の進入は困難
○立ち往生車両発生時、通行
可能車線は２車→０車と
即通行止め
○通行止め解消まで長時間
を要する

○立ち往生車両発生時、通行可能
車線は４車→３車→２車と柔軟に
対応可能
○立ち往生車両発生時、最低でも１
車線の交通確保が可能

○除雪を４車線分から２車線分に
集中し、頻度を上げることで、早期
の除雪が可能

交通障害解消
に要する
平均時間※

約８０分 約３５分

集中降雪時に
想定される
道路横断図

短縮

○２車線の場合では、立ち往生車両発生時に除雪車の進入が困難になる等、立ち往生車両による交通障害の
解消まで長時間を要することから、交通に大きな支障を及ぼす恐れがある。

○４車線の場合では、立ち往生車両発生時でも最低１車線の交通確保、および立ち往生車両による交通障害の
早期解消が可能となる。

立ち往生車両を迂回し、
１車線の交通確保が可能

除雪車の進入は困難であり、
即通行止め

Ⅱ．立ち往生車両発生時による交通障害の早期解消

立ち往生
車両

立ち往生
車両

立ち往生
車両

立ち往生
車両

立ち往生車両
引上げ

→除雪可能

立ち往生車両
引上げ

→除雪可能
交通確保
除雪可能

※北陸地方整備局管内での立ち往生車両による交通障害の解消に要した時間

立ち往生車両

交通確保
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車線数による冬期道路の交通確保における課題

道路種別
交通量(台/日) 大型車(台/日)

(a) 分担率 (b) (b)/(a)

高速道路（北陸道） 18,161 67% 7,959 43%

直轄国道（国道８号） 9,135 33% 3,541 39%

合計 27,297 11,500 42%

■福井・石川県境の断面交通量（H30.2.5(月)※累積降雪量：37cm/日）

冬期道路交通確保対策検討委員会
大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめ（平成30年5月16日）

【ソフト対策】
○集中的な大雪時の予防的な通行規制・集中除雪の実施
・通行止め基準の検討、リスク箇所の事前把握と監視強化
・集中除雪による早期開放
・広域的な広報、予告の発表による広域迂回の呼びかけ

【ハード的対応】
○基幹的な道路ネットワークの強化
・地域の実情に応じて、主要国道の４車線化、付加車線等を
通じ、ネットワークを強化

北陸道が通行止めの場合、約２万台が国道８号へ流入

北陸自動車道の予防的な通行規制・集中除雪を実施するためには、国道８号は現状の２車線よりも
４車線整備による安定的な道路交通の確保が求められる

○北陸自動車道と国道８号の計画的な集中除雪、安定的な交通確保が必要。

○北陸自動車道における予防的な通行規制時においても安定的な道路交通の確保が必要。

Ⅲ.予防的な通行規制・集中除雪への対応
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まとめ

・集中降雪時における２車線道路には課題が存在

・２車線道路に比べ４車線道路は冬期のより安定的な道路交通の確保が可能

・国道８号福井・石川県境の機能強化として、冬期の道路交通の確保の観点

から４車線整備は有効な手段のひとつ

・具体的な機能強化策については、地形・地質状況や整備費用、冬期以外の

道路交通確保や防災上の観点を踏まえ、引き続き検討



国道8号冬期道路交通確保対策会議
＜当面のスケジュール案＞

H30年4月10日
（第１回）国道８号冬期道路交通確保対策会議

① 今回の対応状況について
② 今回の事象の検証について
③ 福井・石川県境を含む国道８号の現状分析

① 道路交通確保対策に向けた取り組みの整理（案）

（第２回）国道８号冬期道路交通確保対策会議

① 中間とりまとめ

（第３回）国道８号冬期道路交通確保対策会議

引き続き、関係機関が連携して、
○集中的な大雪時の道路交通確保対策
○中長期的対策の検討 等

についての取り組みを実施し、対策を適宜改善。

H30年5月17日

資料３

H30年8月6日

① 冬期道路交通確保の取り組み状況について

（第４回）国道８号冬期道路交通確保対策会議

H30年12月18日
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チェーン規制は、いつ実施するの？ 

 

大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の

降雪があるときに行います。 
（平成 29 年度では、大雪特別警報の発令事例はなく、大雪に対する緊急発表は３

回行っています。） 

大雪時に通行止めを実施する場合でも、チェーン規制を実施し、タ

イヤチェーンを着けていれば通行できるようにすることで、これまでより積

雪による通行止め時間を短くすることを目指します。 

 
チェーン規制の運用イメージ 
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チェーン規制は、どこで実施するの？ 

 

急な上り下りがある峠などで、過去に雪による立ち往生や通行止め

が起こった場所の中で、タイヤチェーンを着脱できる場所や通行止め

が解除されるまで待機できる場所がある区間で実施します。 

なお、チェーン規制時には、規制区間の手前でタイヤチェーン装着

状況の確認を行います。 
 

 
チェーン規制区間のイメージ 
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平成 30 年度 チェーン規制調整箇所一覧 
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スタッドレスタイヤでも規制対象なの？ 

 

スタッドレスタイヤを着けている自動車であっても、大雪時には立ち

往生することがあります。 

 

 

 
 

    スタッドレスタイヤ（タイヤチェーン未装着）の立ち往生の様子 
 

そのため、今回のチェーン規制では、スタッドレスタイヤを着けていて

も、タイヤチェーンをしていない自動車はチェーン規制中に通ることはで

きません。 

 

参考リンク：ＪＡＦユーザーテスト「雪道での登坂テスト」 
（動画編） 

http://movie.jaf.or.jp/details/204.html 
（資料編） 

http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/usertest/tire/detail3_1.htm 
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４ＷＤ車両も規制対象なの？ 

 

大雪の時の峠などでは、４ＷＤ車両は重量が大きいため、下り坂

で急ブレーキをかけた時に、止まるまでの距離が長くなることから、チェ

ーン規制中はタイヤチェーンを着けていないと通ることはできません。 

  
 

参考リンク：ＪＡＦユーザーテスト 「４ＷＤなら雪道でも安心？２ＷＤと登坂・
ブレーキ性能を比較」 

 
（動画編） 

http://movie.jaf.or.jp/details/223.html 

（資料編） 
http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/usertest/snow/detail1.htm 
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すべてのタイヤにチェーンが必要なの？ 

 

駆動輪にタイヤチェーンを着けることが基本です。 

詳しくは、下の図のとおりです。 
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チェーン規制のチェーンはどんなチェーンでも良いの？ 

 

タイヤチェーンは、様々な種類の製品が販売されています。チェーン

規制中に通ることのできるタイヤチェーンは、自動車用品店などで販

売されているものであれば問題ありません。ただし、スプレーのように薬

剤を吹き付けるタイプのものではチェーン規制中に通ることはできません。 

 

【参考：道路運送車両の保安基準】（走行装置等）第９条第４項 

タイヤ・チェーン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な
運行を確保することができるものでなければならない。 

 

【参考：タイヤチェーンの種類】 

（1）金属チェーンタイプ   ：金属製のチェーンやワイヤーの製品 

（2）ウレタン＆ゴムチェーンタイプ ：ゴムなどの樹脂製の製品  

（3）布製カバータイプ    ：アラミドなどの特殊合成繊維製の製品 


