
 

 
 

 

 

お知らせ 
 

伊豆半島をゆったり巡って混雑回避！ 
～帰りに立ち寄れる観光施設や夜景スポットを紹介し、帰路の渋滞緩和を目指します～ 

 

１．概要 

東駿河湾環状道路や国道１３５号などの幹線道路では、夏期観光期において、伊豆半島

の観光地からの帰宅交通の集中により、特に１５時～１８時に渋滞が発生しております。 

この度、静岡県道路交通渋滞対策推進協議会東部伊豆地域検討部会※１は、伊豆半島の道

の駅や観光協会、観光施設などと連携し、夏期観光期において、帰宅交通を対象とした経

路分散や時間分散を促すチラシ配布を８月１１日（土）より実施しています。 

 

■対策内容（チラシ配布） 

１）道路の混雑時間帯のご案内（出発時間分散） 

２）混雑の少ない経路のご案内（経路分散） 

３）「伊豆半島の道路混雑情報提供サイト」※２のご案内 

 

  ■配付先 

   ○伊豆半島の観光施設、観光協会、観光案内所 

   ○伊豆半島の道の駅（８箇所）  
・開国下田みなと  ・伊豆のへそ      ・天城越え   ・花の三聖苑 伊豆松崎 

・伊東マリンタウン ・下賀茂温泉 湯の花   ・くるら戸田  ・伊豆ゲートウェイ函南 

 
 ※１ 東部伊豆地域検討部会とは 静岡県東部伊豆地域における道路交通の渋滞解消・緩和に向け、沼津

河川国道事務所が事務局となり、関係機関、道路事業者、道路利用者団体等からなる「静岡県道

路交通渋滞対策協議会 東部伊豆地域検討部会」を設置し、渋滞対策の推進に取り組んでいます。 

 ※２ 混雑情報サイトでは、伊豆地域において、観光期の交通集中により東駿河湾環状道路や

国道１３５号などの主要な路線で著しい渋滞が予想されるため、時期及び時間帯別の

道路の混雑状況・所要時間の情報を紹介しております。下記のアドレスや QRコードか

らアクセスができます。（http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/road/konzatsuyosoku/） 

 

２．配付資料：時間・経路分散を促すチラシ、混雑状況と対策概要について 

３．配 布 先：静岡県政記者クラブ、沼津記者会、三島記者クラブ、下田記者クラブ 

４．お問い合わせ先： 
〒 410-8567 沼津市下香貫外原 3244-2 

国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所 副所長(道路) 中川
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TEL 055-934-2010，FAX 055-934-2015 

事務所 HP：http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/ 

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル      （通話料無料・２４時間受付） 

平 成 ３ ０ 年 ８ 月 １ ３ 日 

静岡県道路交通渋滞対策推進協議会 

東 部 伊 豆 地 域 検 討 部 会 



その② 混雑する時間帯を回避！
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±19分

混雑が終わるまでゆっくりできる道の駅の情報は裏面をチェック!

オススメは道の駅 を19 時以降に出発

その① 混雑する区間を回避！
信号なしで夜景も綺麗な
伊豆スカイラインルートが便利

伊豆スカイラインの綺麗な
夜景情報は裏面をチェック!

20分～40分程度早く
到着できます。

混雑する時間帯
16:00～19:00

空いている時刻に出発すると...

その③ 昨年のお盆休み期間中の
時間帯ごとの混雑情報は

情報提供HP（バナー・QRコード）

伊豆地域の混雑情報 で確認
お問い合わせ先 国土交通省中部地方整備局 沼津河川国道事務所計画課 ＴＥＬ：055-934-2010   受付時間：平日９時～１７時

©静岡県道路交通渋滞対策推進協議会 東部伊豆地域検討部会 , 伊豆道の駅ネットワーク協議会

伊豆スカイラインに関する
情報の詳細は静岡県道路公社
HPから確認できます
静岡県道路公社HP
http://siz-road.or.jp/
またはQRコードからアクセス

伊豆中央道、東駿河湾環状道路経由
道の駅

沼津ＩＣ天城越え
東名高速道路

±37分

混雑する時間帯
15:00～19:00

東駿河湾環状道路経由
道の駅

沼津ＩＣ伊豆ゲートウェイ函南
東名高速道路

たとえば… たとえば…

伊豆ゲートウェイ函南
天城越え

（通行１回あたり、料金の額には消費税を含む 単位：円）

980 780 420 320 210 150 熱海峠
840 630 270 170 110 玄岳 110
780 580 210 110 韮山峠 110 150
680 470 110 山伏峠 110 150 210
580 370 亀石峠 110 150 210 260
220 冷川 210 270 320 370 470

天城高原 160 370 420 470 520 570

軽・普通車

自動二輪

伊豆スカイライン通行料金

混雑回避ルート

凡例
混雑区間
(17時台)

迂回ルート

道の駅 天城越え

道の駅
伊豆ゲートウェイ函南

道の駅から沼津ICまでの経路

道の駅天城越え
から東名沼津ICへの経路
道の駅伊豆ゲートウェイ函南
から東名沼津ICへの経路

sh-toma
テキストボックス
資料①-１　チラシ（表面）



夜景100選が６つ！伊豆半島には

混雑時間帯を避けて夜景鑑賞

夜景100選とは：国内最大の夜景ファンクラブ「夜景倶楽部」公認の日本初の夜景認定ブランド

伊豆半島
道の駅一覧

～道が空くまでゆっくりできる～

道の駅のご案内

天城高原IC

冷川IC

韮山峠IC

玄岳IC

熱海峠IC

山伏峠IC

亀石峠IC

熱海

宇佐美

伊東

伊豆スカイライン

無線塔下駐車場

滝知山展望台-東

滝知山展望台-西

西丹那駐車場

池の向駐車場 熱海城
①
②

③
④

⑤

⑥⑥
①

②⑤

③ ④

夜景が最も美しい時間帯
夜景が最も美しいと言われているトワイライトタイムは、太陽が沈む時
間(日没)から２０分後からの数分が最も綺麗と言われており、大気の条件
がよければ赤～オレンジ～青という多彩な色を楽しめる時間帯です。
８月上旬は１８時４５分ごろから２０分ほど。
８月中旬は１８時３０分ごろから２０分ほど。
８月下旬は１８時２０分ごろから２０分ほどが目安です。

①道の駅伊東マリンタウン

伊豆スカイライン

東洋のナポリ

道の駅

営業時間：ショップ 9：00~18：00
レストラン 11：00~19：30 （ラストオーダー）
日帰り温泉 5：00~22：00

（その他ショップは各ショップで営業時間は異なります）
住 所：伊東市湯川５７１－１９
電話番号：０５５７－３８－３８１１

①

②

③

④

⑥

⑤

⑦

⑧

②道の駅開国下田みなと
営業時間：ショップ 9：00~17：00
住 所：下田市外ヶ岡１－１
電話番号：０５５８－２５－３５００

③道の駅下賀茂温泉湯の花
営業時間：ショップ 9：00~17：00
住 所：賀茂郡南伊豆町下賀茂１５７－１
電話番号：０５５８－６２－０１４１

④道の駅花の三聖苑伊豆松崎
営業時間：温泉 9：00~20：00
営業時間：ショップ 9：00~17：00
住 所：賀茂郡松崎町大沢２０－１
電話番号：０５５８－４２－３４２０

⑤道の駅天城越え
営業時間：ショップ 8：30~16：30
住 所：伊豆市湯ケ島８９２－６
電話番号：０５５８－８５－１１１０

⑥道の駅くるら戸田
営業時間：温泉 10：00~21：00

ショップ 10：00~18：00
住 所：沼津市戸田１２９４－３
電話番号：０５５８－９４－５１５１

⑦道の駅伊豆のへそ
営業時間：ショップ 9：00~18：00
住 所：伊豆の国市田京１９５－２
電話番号：０５５８－７６－１６３０

⑧道の駅伊豆ゲートウェイ函南

営業時間：物産販売所 9：00~18：00
コンビニ 24時間営業

（その他ショップは各ショップで営業時間は異なります）
住 所：田方郡函南町塚本887-1
電話番号：０５５－９７９－１１１２

sh-toma
テキストボックス
資料①-2　チラシ（裏面）



資料② 混雑状況と対策概要について
静 岡 県 道 路 交 通
渋滞対策推進協議会
東部伊⾖地域検討部会

■お問い合わせ先 国⼟交通省 中部地⽅整備局 沼津河川国道事務所 計画課
ＴＥＬ︓055-934-2010 受付時間 ︓平⽇９時〜１７時

■お盆休み期間中の混雑状況

［伊⾖地域の混雑情報へのアクセス⽅法］
パソコンやスマートフォンから簡単に 混雑情報を確認することができます。
右記のQRコードまたは、下記のURLからアクセス
URL http://www.cbr.mlit.go.jp/numazu/road/konzatsuyosoku/

■伊⾖中央道の渋滞状況（伊⾖の国市北江間付近）■国道４１４号の状況（伊⾖市出⼝）

平成２９年８⽉１２⽇（⼟）撮影 平成２９年８⽉１２⽇（⼟）撮影

混雑区間
道 の 駅

開国下⽥みなと下賀茂温泉
湯の花

花の三聖苑
伊⾖松崎

くるら⼾⽥
伊⾖のへそ

天城越え

国道１３５号の各所で
交通が集中し混雑が発⽣

伊東マリンタウン

伊⾖ゲートウェイ函南

混雑区間
道 の 駅

開国下⽥みなと下賀茂温泉
湯の花

花の三聖苑
伊⾖松崎

くるら⼾⽥
伊⾖のへそ

天城越え

伊東マリンタウン

伊⾖ゲートウェイ函南

【１７時台】 【１９時台】

東駿河湾環状道路では
観光地から帰宅交通が
集中し、渋滞が発⽣




