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地元企業の皆様のチカラ!!

～今回の雪害において地元企業の皆様が多大な貢献～

　飯田国道事務所は、２月１４日から１５日の記録的な降雪におい
て、当事務所管内の除雪作業、滞留車両の運転手の救護等を行い、ま
た、関東地方整備局からの支援要請に基づき２月１７日から２月２０
日までの間に長野国道事務所及び甲府河川国道事務所管内において除
雪作業の支援を行いました。
　その中で、地元企業の皆様からご協力をいただきましたので、感謝
の意を込めましてご紹介させていただきます。

飯田市役所記者クラブ、木曽合同庁舎記者室、塩尻市役所記者ク
ラブ

飯田国道事務所からのお知らせ

地域と連携した

緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局

飯田国道事務所

〒３９５－００２４
長野県飯田市東栄町３３５０番地

電 話 (0265) 53-7200（代表）
ファックス (0265) 53-7210

Ｅ-メール iikoku@cbr.mlit.go.jp



○除雪作業等における地元企業の皆様のご活躍について

除雪作業においては、除雪グレーダー、除雪トラック、凍結防止剤散布車などの

機械・車両の操作、凍結防止剤の散布が必要であり、通常時は、地元企業の方 （々長

豊建設(株)、木曽土建工業(株)）が飯田国道事務所と契約してこれらを行っており

ます。

しかし、非常時においては、通常の作業体制では除雪等を行うにも限界があるこ

とから、(社)長野県南部防災対策協議会の会員企業の皆様のご協力をいただく旨の

災害時の支援協定を締結しております。

平成２６年２月１４日（金）から１５日（土）にかけての記録的な降雪となった

今回の非常時には、以下のようなご支援をいただき、道路利用者の皆様に怪我、大

きな事故、混乱等もなく早期に安全な交通を確保することができましたことについ

て、大変感謝を申し上げます。

１ 飯田国道事務所管内（国道１９号）

平成２６年２月１４日（金）から１５日（土）にかけての降雪により、飯田国

道事務所管内においては、最大積雪深が国道１９号塩尻市桔梗ケ原で１０５cm、

国道１５３号阿智村治部坂で９６cm、国道４７４号飯田市伊豆木で７７cmとなり

ました。

国道１９号では、

①１４日（金）２１時に塩尻市奈良井（155.2kp）に雪崩が発生して上下線と

も通行不能となり、

②同日４時５２分に塩尻市桜沢（168.5kp）でも雪崩が発生して上り線を塞ぎ、

③同日６時３５分に塩尻市奈良井（155.2kp）に雪崩が発生して上り線を塞ぎ

ました。

そして、これら雪崩の撤去工事を行っている間にも、降雪が続き、雪崩を撤去

しても、この付近を中心に立ち往生する車両が多数発生しました。

そこで、２月１５日（土）７：００から１６日（日）８：３０までの間、国道

１９号木曽町神谷交差点（147.4kp）から塩尻市高出交差点（181.0kp）まで延長

約３３kmを通行止めにし、休みなく除雪作業を行い、まずは通行止区間内の(1)

自力通行可能な車両、次に(2)立ち往生車両を救出しました。

その立ち往生から救出までの間が長時間にわたることから、ご支援をいただい

た業者の方から深夜にも関わらず運転手に燃料と食料を差し入れていただきまし

た。



また、一刻も早い除雪作業を行うため、建設業者から除雪作業のご協力をいた

ただきました。

２４時間以上（雪崩発生からは約３６時間）の長時間の通行止となりましたが、

非常時にご支援をいただきましたこれら業者の方々と関係機関のご支援・ご協力

により、無事に通行止を解除し、できる限り速やかに安全な交通を回復すること

ができました。

２ 関東地方整備局への支援

関東地方整備局からの要請により、飯田国道事務所は、(1)長野県小諸市から

軽井沢町、(2)山梨県大月市及び上野原市まで行き、以下のとおり除雪作業を行

いました。

また、山梨県甲州市まで行き、不足していた凍結防止剤を補給しました。

これらのときも、南信地域の企業の皆様から、除雪機械の操作・運転、人力で

の除雪作業等のご協力をいただきました。

(1) 長野国道事務所管内（国道１８号）

平成２６年２月１６日から通行止を行っていた国道１８号軽井沢町（群馬県

境）から小諸市平原交差点の延長約１８．１ｋｍ区間について、２月１７日か

ら１８日にかけてグレーダー及び人力により除雪作業を行い、１８日４：３０

に通行止を解除しました。

(2) 甲府河川国道事務所管内（国道２０号）

甲府河川国道事務所管内の国道２０号において通行止を行ったのは、

①平成２６年２月１４日から山梨県大月市大月町駒橋３（駒橋交差点）から

甲州市勝沼町（柏尾交差点）までの約２５ｋｍ、

②２月１６日から大月市大月町駒橋３（駒橋交差点）から上野原市上野原（神

奈川県境）までの延長約２１ｋｍ区間でした。

このうち、飯田国道事務所では、上野原市上野原（神奈川県境）から大月Ｉ

Ｃまでの約２４ｋｍについて、２月１７日から１９日にかけて、グレーダー、

プラウ付凍結防止剤散布車及び人力により除雪作業及び凍結防止剤の散布等を

行い、①１９日４時００分と②２３時３０分に通行止を解除しました。

また、凍結防止剤（塩化ナトリウム）の補給のため、２月１８日に当事務所

飯田山本雪寒基地（飯田市）に保管していた２０ｔを山梨県甲州市勝沼町の保

管所まで運搬しました。



支援箇所位置図

飯田国道事務所

山梨県大月市

山梨県上野原市

長野県小諸市 長野県軽井沢町



番号 企業名 主なご支援場所 期間 作業内容
その他

（主な機材等）
連絡先

（ガソリンスタンド）
国道１９号
（塩尻市内）

２月１５日 燃料供給 タンクローリー車　１台
（ご本人の希望により社名は
控えさせていただきます）

木曽土建工業（株）
大林工業（株）

国道１９号
（塩尻市奈良井～）

２月１５日 炊き出し
おにぎり３００個
お茶２００本
（塩尻市奈良井から徒歩）

代表連絡先　木曽土建工業（株）
０２６４－３６－２５５５

Ⅱ 池田建設株式会社
国道１９号
（木曽郡木祖村）

２月１５日
～２月１６日 除雪 ホイルドーザー　１台 ０２６５－７２－３４２２

Ⅲ 木曽土建工業（株）

関東地方整備局
長野国道事務所管内
（国道18号　小諸市～軽井沢
町）

２月１７日
～２月１８日 除雪 除雪グレーダー　１台 ０２６４－３６－２５５５

Ⅳ
長豊建設（株）

北信砕石工業（有）
(有)幸建

関東地方整備局
甲府河川国道事務所管内
（国道20号　大月市内）

２月１７日
～２月２０日

除雪、凍結防止剤散布
凍結防止剤運搬

（１０．５トン）

除雪グレーダ　１台
プラウ付凍結防止剤散布車　２台
４ｔユニック車　１台

代表連絡先　長豊建設（株）
０２６５－５２－１６１６

長豊建設（株）
矢木コーポレーション

（株）

関東地方整備局
甲府河川国道事務所管内
（甲州市勝沼町まで運搬）

２月１８日
凍結防止剤運搬

（３トン）
３ｔユニック車　１台

代表連絡先　長豊建設（株）
０２６５－５２－１６１６

木下建設（株）
（有）小林工業

関東地方整備局
甲府河川国道事務所管内
（甲州市勝沼町まで運搬）

２月１８日
凍結防止剤運搬
（１０トン）

１２tトラック　１台
代表連絡先　木下建設（株）
０２６５－２２－２７８０

窪田建設（株）
（有）彪雅工業

関東地方整備局
甲府河川国道事務所管内
（甲州市勝沼町まで運搬）

２月１８日
凍結防止剤運搬

（７トン）
７ｔユニック車　１台

代表連絡先　窪田建設（株）
０２６５－８２－３２０１

Ⅰ

＜ご支援いただいた内容等＞

Ⅴ



2月14日～15日豪雪 支援ⅠⅡ

中部地方整備局 飯田国道事務所 支援

Ⅱ国道１９号
除雪支援範囲

Ⅰ国道１９号
食事・飲料・燃料
支援範囲

支援企業 ： 木曽土建工業（株） 大林工業（株）
池田建設株式会社 ガソリンスタンド

※ガソリンスタンド ： ご本人の希望により社名は控えさせていただきます



Ⅰ支援場所

支援業者

支援内容

木曽土建工業株式会社（炊き出し）
大林工業株式会社（炊き出し）
ガソリンスタンド（燃料支援）

長野県塩尻市奈良井～塩尻市宗賀日出塩

①通行止を実施した区間内に滞留している車両
に対して、炊き出しを実施し、「おにぎり300個」
「お茶200本」を準備し深夜に配給
②上記配布にあわせて、燃料が乏しくなり移動
困難となっている観光バスなど25台の車両へ
ガソリン50リットル軽油１１００リットルをローリー車
で運搬供給

活動範囲

支援日時 ２月１５日（土）～２月１６日（日）

※ガソリンスタンド ： ご本人の希望により社名は控えさせていただきます

ならい そうが ひでしお



Ⅱ支援場所

支援業者

支援内容

池田建設株式会社 ２名

国道１９号（長野県木曽郡木祖村地内）

飯田国道事務所の要請に応え、国道１９号
通行止区間内においてホイルドーザー１台で、
除雪を実施し、早期の通行止め解除に協力した。

活動範囲

２月１５日 21:00 ～ ２月１６日 6:00支援日時

使用機材 ホイルドーザー １台



2月14日～15日豪雪 支援Ⅲ

関東地方整備局 長野国道事務所 支援

Ⅲ国道１８号 除雪支援範囲

支援企業 ： 木曽土建工業（株）



Ⅲ支援場所

支援業者

支援内容

木曽土建工業株式会社 ６名

国道１８号 長野国道事務所管内
（小諸市～軽井沢町）

関東地方整備局の要請に応え、小諸市から
軽井沢町間の国道１８号通行止区間内において
除雪を実施し、早期の通行止め解除に協力した。

２月１７日 13:40～２月１８日 21:30支援日時

使用機材 除雪グレーダー１台

活動状況



Ⅴ融雪剤20トン
運搬場所

2月14日～15日豪雪 支援ⅣⅤ

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 支援

Ⅳ国道20号 除雪・薬剤散布支援範囲

支援企業 ： 長豊建設（株） 北信砕石工業（有） (有)幸建
矢木コーポレーション（株）
木下建設（株） （有）小林工業
窪田建設（株） （有）彪雅工業



Ⅳ支援場所

支援業者

支援内容

長豊建設株式会社 ５名
北信砕石工業有限会社 ３名
有限会社 幸建 １名

国道20号 甲府河川国道事務所管内
（山梨県大月市～神奈川県境）

関東地方整備局の要請に応え、国道２０号
通行止区間内において大月市～県境までの
除雪及び、飯田国道事務所の飯田山本除雪
ステーションから凍結防止剤10.5トンを運搬、
散布し早期の通行止め解除に協力した。

２月１７日 12:00 ～ ２月２０日 14:00支援日時

使用機材 除雪グレーダ １台
プラウ付凍結防止剤散布車 ２台
ユニック車 １台

活動状況



Ⅴ支援場所

支援業者

支援内容

長豊建設株式会社
矢木コーポレーション株式会社
木下建設株式会社 有限会社小林工業
窪田建設株式会社 有限会社彪雅工業

国道20号 甲府河川国道事務所管内
（山梨県甲州市）

関東地方整備局の要請に応え、国道２０号の
除雪に必要な凍結防止剤を、飯田国道事務所の
飯田山本除雪ステーションから甲州市勝沼町まで
運搬し、早期の通行止め解除に協力した。

２月１８日 16:00～２月１９日 0:00支援日時

使用機材 ユニック車 ２台 12トン トラック１台

活動状況


