
 
 
 

平成３０年７月５日 
国土交通省  中部地方整備局  道路部 

中日本高速道路株式会社 
名古屋地方気象台 

 

大雨に対する道路利用者への呼びかけ 
○中部地方整備局管内では、７月５日から８日頃にかけて大雨となる恐れがあります。 

【別紙１】 

○中部地方整備局管内の直轄国道では、大雨などの異常気象時において被害が発生する恐

れが著しい区間を、あらかじめ「事前通行規制区間」として設定しており、基準以上の雨が降

った場合には通行止めを実施することとしております。走行には十分注意し、安全運転に努

めていただきますようお願いします。【別紙２】 

○NEXCO中日本管内の高速道路においても、７月５日夜間から７月8日朝まで広い範囲で大

雨による通行止めが予想されています。 

○高速道路の詳細情報はNEXCO中日本ＨＰをご覧ください。 

「NEXCO中日本ＨＰ」 → http://www.c-nexco.co.jp/ 

○ドライバーの方々におかれましては、お出かけ前に気象情報、道路情報を確認いただき、大

雨時の車のご利用を控えていただくよう、ご理解・ ご協力をお願いします。 

※中部地方整備局管内の気象情報については、気象庁HPの「今後の雨（降水短時間予報）」

を、道路情報については、日本道路交通情報センターHPの「道路交通情報NOW」をご覧くだ

さい。 

「今後の雨（降水短時間予報）」 → https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/index.html 

「道路交通情報NOW」 → http://www.jartic.or.jp/ 

 

 

1．資 料 添付資料 

2．配布先 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、 

三重県政記者クラブ、第二県政記者クラブ、静岡県政記者クラブ、

静岡市政記者クラブ、富士宮市記者クラブ、浜松市政記者クラブ、

沼津記者会、三島記者クラブ、松阪記者クラブ、亀山市政記者室、 

尾鷲記者クラブ、熊野市政記者会、飯田市役所記者クラブ、 

木曽合同庁舎記者室 

 

 

 

 

 

 



3．問い合わせ先  

   ○道路に関すること 

        【直轄国道】 

中部地方整備局 道路部 道路管理課 課長   内 藤
ないとう

正 仁
まさひと

 

課長補佐 横井
よこい

兼 行
かねゆき

 

ＴＥＬ：（０５２）９５３－８１７６  ＦＡＸ：（０５２）９５３－９２０８ 

 

             【高速道路（ＮＥＸＣＯ中日本管内）】 

        ＮＥＸＣＯ中日本お客さまセンター（24時間365日対応） 

ＴＥＬ：０１２０－９２２－２２９ [フリーダイヤル] 

 

 

○気象に関すること 

名古屋地方気象台 気象防災情報調整官     五十里
い か り

勇人
はやと

 

        主任予報官         木下
きのした

 信
のぶ

好
よし

 

ＴＥＬ：（０５２）７５１－５１２４  ＦＡＸ：（０５２）７５２－３３５７ 

 



（土砂災害警戒判定メッシュ情報） 

雨雲の動きを確認できます 
（高解像度降水ナウキャスト）  

大雨による土砂災害発生の 
危険度の高まりを確認できます。 

 ６日にかけて予想される１時間雨量は、いずれも多い所で、 
愛知県 ５０ミリ 
岐阜県 ６０ミリ 
三重県 ４０ミリ 
静岡県 ４０ミリ 
長野県（南部）５０ミリ 

 
 ６日１８時までの２４時間に予想される雨量は、いずれも多い所で、 

愛知県 ２５０ミリ 
岐阜県 ４００ミリ 
三重県 ２００ミリ 
静岡県 ２００ミリ 
長野県（南部）3００ミリ 

 
 ７日１８時までの２４時間に予想される雨量は、いずれも多い所で、 

愛知県 １００から１５０ミリ 
岐阜県 ２００から３００ミリ 
三重県 １００から１５０ミリ 
静岡県 ５０から１００ミリ 
長野県（南部）２００から３００ミリ 
 
その後も、総雨量は更に増える見込みです。 

東海地方では、引き続き８日頃にかけて大気の状態が非常に不安定なため、雷を伴って非
常に激しい雨の降る所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒し、
竜巻などの激しい突風、落雷や降ひょうなどに注意してください。 

大雨に対する道路利用者への呼びかけ 平成30年7月5日 
別紙１ 



一覧表 H30.4.1現在

延  長
基準値
連続雨量

組合せ雨量
連続・時間

km mm (mm・mm)

1 沼　津 箱根 静岡県田方郡函南町大字桑原字茨ケ平～大字原字枯木 3.7 250 -

2 浜　松 金谷 静岡県島田市番生寺～掛川市日坂字新田裏 6.0 250 -

3 三　重 坂下 三重県亀山市関町沓掛～滋賀県甲賀市土山町山中 4.6 180 -

4 多治見･飯田 賤母 岐阜県中津川市山口～長野県木曽郡南木曽町読書 6.5 150 -

5 飯　田 薮原 長野県木曽郡木祖村大字薮原地内 1.1 170 -

6 北　勢 加太 三重県亀山市関町萩原～伊賀市柘植町 14.1 200 -

7 北　勢 山添 奈良県山辺郡山添村遅瀬～奈良市針町 14.5 160 －

8 岐　阜 上麻生 岐阜県加茂郡七宗町樫原～加茂郡白川町河岐 11.4 150 -

9 岐　阜 大利 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東～下呂市金山町井尻 12.5 150 -

10 高　山 瀬戸 岐阜県下呂市金山町中切～下呂市金山町三原 17.9 150 -

11 高　山 東上田 岐阜県下呂市東上田字栃洞～下呂市東上田字小砂場 2.6 240 200・40

12 高　山 渚 岐阜県高山市久々野町渚～高山市久々野町無数河 8.0 150 -

13 高　山 吉ヶ原 岐阜県飛騨市神岡町船津～飛騨市神岡町東茂住 11.8 120 -

14 紀　勢 荷坂 三重県度会郡大紀町大内山～北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 3.5 300 250・60

15 紀　勢 弓山 三重県尾鷲市南浦～熊野市飛鳥町字大又 11.4 300 -

16 紀　勢 佐田坂 三重県熊野市飛鳥町字小阪～熊野市大泊町字寺道 5.5 300 -

17 52 静　岡 逢坂 静岡県静岡市清水区小河内字坂本～静岡市清水区宍原 1.7 300 250・50

18 153 名古屋 稲武 愛知県豊田市明川町亀平～豊田市小田木町イナバ 7.4 150 -

19 岐　阜 吉野 岐阜県郡上市美並町三戸字瀬上～郡上市八幡町稲成 6.3 150 -

20 岐　阜 神路 岐阜県郡上市八幡町五町～郡上市大和町神路 3.1 150 -

21 246 沼　津 小山 静岡県駿東郡小山町大字生土～駿東郡小山町大字棚頭 6.2 250 -

地整計 21区間 159.8

　降雨による事前通行規制区間（直轄国道）

規制区間

区間
名称

担当
事務所

路
線
名

図面対象
番号

1

 

19

41

42

156

25

別紙２ 




